
La Revuo1935
Or ient a

JARO XVI N-RO 11 NOVEMBRO

工•ス•ペ•ラ•ン・ト•确•究

JAPANA ESPERANTO-INSTITUTO

A PONTO EITAI-BAŜI SUR LA RIVERO SUMIDA, TOKIO, VIDITA DE SUR LA PONTO KIJOSU-BAŜl



LA REVUO ORIENTA 目 次 ハro xvi,n・ro i】,novembr?,

Rezolucio pri Gramatiko, Stilistiko, Vortaro ...................  29J
Organizo de Sudmanĉuria Ferve ja Kompanio ..................................... 人 彳 F 正 一 339
Al Korespondanto ...........................................................................................西 村 正 雄 3)1
El Paperkorbo ds Gramatikulo ....................................................................小 坂 狷 二 3J2

岡本「和エス」についての感想....... ..................................川1¢ it£ 一 3Ĵ4
川崎氏の感想をよみて..................................................岡本好次3)5
Venusう................................................................城內忠一郞306
新刊紹介••…:…… 

第2?囘萬國大會記…… 

海外報道..........

學會特使派遣............

第2?囘口半エス人金の記 

内地報迤・..........

•縮 部307
•・編 輯 部310

輯 部311
……313

.編 輯 部314

•・編 輯 部321

目

事

會

維持員へは

本會の

我國に於けるエスペラント普及•硏究•實用の中心機關

駛日本エスペラント學會・
--麋京市本鄕區元町一の一三

一【耀誘小石川C8り5415番一振毯口座束京11325运:！ーー

111-界エス運動の中心機號萬國エスペラント協會(UEA)に對し我或を 
代衣する本會に入會され我國のエス逛動を按助せられよ

的 エスペラントの普及、硏究.實用

i(a)エスペラントに關する各種の硏究調査及具發表
牡!(b)雜誌及圖書の刊打及外阈エス詰書籍の取次
茉|(c)講演何講習矽の開儀及後援

l(d)其他本倉の目的を逹成するに必要な事業

((a)普通維持員 年額幽口乂餞(b) TE維持員 年額:砒 
费(c)賛助維持員年№01 (d)特別維持員与額1〇冏以上

((e)終身維持員一吋金1"阊以上

いRevuo 〇!lentaを無代那布する他當仑發厅新刊圖書の割引等をなす 
ことあり

普通維持貝を除く他”維持貝はすべて萬匿エスベラント協盗(UEA)の 
普通會tj ^simpla n)embro)となる

住所 n 姓名c振カナ付;)を阴記しお費一年分を支拂へばよい入會手續

會則及發仃及取次内外圖書目錄郵券二錢

理事長 

理 毗
元束北大北長 

同

H

M臥次敎授 

同文 切

役 員,名 簿(五十音順)

大石和三郞 対東腑阪土岐善瞬 浬事离任)

井上仁吉 同裁鸿西］成甫 M M
井上莒壽藏 ,臥 ，藤澤親雄 处 疔

上野孝男 闵監客d長前 iii 穆 伺

小坂.狷二 .w w 倔望丿J周三郎 顧 iuj a «
川原次吉郞 工 柳IH國男 同 子増

黑板勝美 歸(常任)大井 學

六

麼

夫

道

遠

道
 

五

琢

疋

眞

或

章
 

石
»

III
木

秋

.
品 

三

美

鈴

堀
a

三



海
神
丸
野
上
彌
生
子
原
作

大
崎
和
夫
エ
ス
譯

最
新
刊
ー

著
者
寫
眞
入•

四
六
判
ハ
〇
頁 

定

價

四

十

錢

・

送

料

二

錢

KAIĴIN-MARU
de NOGAMI-JAEKO

ヽ Trad, de OSAKI-KAZUO

こ
れ
は
海
の
悲
劇
。
飢
餓
に
お
ひ
つ
め
ら
れ
た
人
間
が
「生
き
」
へ
の
悲
し
き
鬪 

爭
の
相
で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
の
悲
し
み
は
、
自
ら
が
生
き
る
た
め
に
は
、
そ 

の
友
を
殺
し
、
そ
の
肉
を
啖
は
う
ヾJ

す
る
。
恐
怖
す
べ
き
野
性
の
慘
虐
性
が
、
人 

間
の
裏
に
も
潜
ん
で
ゐ
た
の
だ
。
し
か
し
、
人
間
の
心
の
「神
」
は
、
つ
ひ
に
、
こ 

の
1

魔
」
を
征
服
し
た
。
難
波
船
中
に
起
っ
た
一
事
件
を
題
材
に
、
赤
裸
々
な 

人
間
の
獸
性
芒
神
性
こ
の
相
剋
を
描
く
雄
渾
な
悲
劇
は
、
こ
の
作
者
の
藝
術
的 

筆
・
致
に
よ
り
、
な
ま
な
ま
し
く'

我
等
の
前
に
展
開
さ
れ
る
。
 

作
者
野
む
女
史
の
令
息
素
一
氏
は
若
い
熱
心
な
同
志
で
あ
〇
、•
女
史
の
近
年
の
傑
作
と
し
て
騷
が
れ
た 

「
若
い
息
子
」
は
、
某
高
校
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
會
を
モ
デ
ル
と
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
エ
ス
ペ 

ラ
ン
ト
運
動
の
よ
き
理
解
者
の
最
傑
作
と
し
て
知
ら
れ
る
「
海
神
丸
」
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
世
界
に
紹 

介
さ
れ
る
乙
と
は
ま
乙
と
に
有
意
義
の
こ
と
で
、
譯
者
が
致
拔
の
筆
致
を
以
て
知
ら
れ
る
大
崎
氏
で
あ 

る
乙
と
は
嬉
し
い
乙
と
で
あ
るJ 

- 

=
1
1

東

京

市

本

鄕

區

元

町

一
 

丁

目
 

發

行

所
 

翹
日
本
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト

學
會 

電

話

小

石

川

五

四

一

五

番
 

振

替

東

京

一
 

■

三

二

五

番



1
n御住所姓名は漠字とローマ字ま仁は 
カゲとではっきりと讀みやすくお書きく 

ださい。繼績お申込みの方はロ ーマ字綴 
b力は必ず從來どほbに願ひます。

翻歸睡

あ・中込みであるか,御明記くださいませ。

u定價その他は四圍の事情の變化によ 
り豫吿なしに變更することがございます 
から,お含みおきくださいませ。

s 不着その他の事故亡ついて責任は負 

ひかねねすが,照會の勞はとりますから, 
事故の生じた際は，i應御照會ください。

國際返信切手券または小爲耕でお拂

込みのばあひ，金額が三圜以上の際は第 
ー植（書狀）書留にしてください。

熾 入金の際は受取通知を出しますから 
相當日數を經てその通知が不着のばあひ 

は御照會、ください。

第一回締切:—月十八日惹便 第二回締切:H—月二十八日蓿便

HEROLDO魏隘喘需 LA PRAKTIKO Gazeto, kiu in
struas k amuzas

週刊•新聞紙大•每琥四頁乃至六頁

定價!年分!0 mk c時價13圓59錢）

特佞6圍50錢（返倍切手なら40枚）

半年3園50 22枚）

各國エスペラント界時事•新刊紹介•諸 

國便b ・時事寫眞•珍聞奇話•文通希望 
廣吿その他。各エスペランチスト必讀

MONATA HEROLDO
月刊•週刊版と同じ體裁・每號四頁

定價1年分2mk.（約2 M 80錢〉

特價:1E 30 返倍切手ならS枚） 

週刊版の紀事を拔萃して編構。時間的, 
または經濟的に餘裕少き人に勸める〇

LITERATURA MONDO
年十囘發行・菊倍判光澤紙刷十六頁

定價!年分9 sv. fr.（約9圜餘）

特價3圍〔〇錢C返信切手なら24枚） 

半年2 1£1.0銭C „ 13枚）

文學美術論・原作小說・詩・各國文學作 

品の飜譯（見审一部切手十五錢）

JJ刊・菊倍判色上質駅印刷十二頁 

定明!年分2.50 gld• C約5圓2〇錢） 

特價:2圓Cまたは返倍切手12枚、） 

半年分:i圓20錢C ,, 7枚）

寫戒版多數入りエスペラトト界の重耍時 
事，笑話，逸忑通俗科學,懸賞問題等 
を收めた興味中心の運動學習雜誌

NIA GAZETO
月刊・小新聞讥形•每號ハ頁 

定價1年分15 fr. f・（約3冏50錢）

1 を债1圜70錢C返信切手なら10枚） 

エスペラント界匝要時事,時の問題,新 

刊批評,文通希望廣吿等

LA PIRATO Kajero por satiro, 
humoro k libereco

月刊•菊判十六頁

定價1年分15 fr. fr.〈約3圓.50錢） 

魁谡:1EH0錢（返信切手なら1〇枚） 

半年分1洞 C ” 6枚）

ス運動を裏から眺めた雜誌。道心堅

の同志必讀。初學者讀むべからす•〇
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LA REVUO ORIENTA
Rezolucio pri Gramatiko, Stilistiko, Vortaro

de La 23-a Japana Esperanto-Kongreso, Nagoj a・
Prezentita de s-ro Miĉio Tanimcra kaj aliaj, Nagoja. 
Alprenita kun granda plimulto de la Laborkunsido, la 
22-an de Septembro,1935. :

‘‘ La 23-a Japana Esperanto-Kongreso kunveninta en Nagoj a esprimas la 
konvinkon, ke nia lingvo Esperanto estas komuna posedaĵo de la tuta homaro. 
Nia Esperanto-Movado estas esence lingva afero kaj orientanoj estas speciale 
interesataj en la tutmonda karaktero de nia lingvo. Estas do memkompren
eble, ke ni, orientaj esperantistoj, faras la sekvajn proponojn :

1) Estas dezirinde aperigi provon de detala Esperanto-Gramatiko^ 
kiu estu kvazaŭ moderna eldono de la Lingvaj Respondoj kaj sur kies 
bazo estos verkataj ĉiuj naciaj lernolibroj. Tutmonda helplingvo, kia 
estas nia Esperanto, devas posedi tian vastan bazon, sen kiu miskom
prenoj estas timeblaj< Kompreneble la reguloj de tia Gramatiko ne devas 
esti absolute rigidaj, nek ili ĝuos la saman aŭtoritatecon kiel la Funda
mento- Tia Gramatiko servu do kvazaŭ kompaso al dubantoj, tute same 
kiel detalaj gramatikoj de nacilingvoj por fremdaj studantoj.

2) Estas dezirinde aperigi Esperanto-Stilistikon, kiu estu kvazaŭ
moderna eldono de la Krestomatio. Internacia Lingvo devas havi inter
nacian stilon・ Kompreneble unuformeco de stilo ne estas dezirinda. 
Tamen, komencantoj bezonas ekzemplojn de bona stilo kaj konsilojn por 
la akiro de tia stilo. Ĝis nun Stilistiko estas kvazaŭ orfa infano en 
nia literaturo, eĉ la vorto mankas en la vortaroj — dume ekzistas 
"poetiko". Tien ĉi apartenas kritiko pri mallogikaj esprimoj nekom
preneblaj al orientanoj, kiujn okcidentaj samideanoj facilanime uzas. Ni 
gardu la purecon kaj la internaciecon de nia stilo. ゝ

3) Estas dezirinde aperigi Kompletan Vortaregon de Esperanto, kiu 
tamen ne estu oficiala sed nur provizora. Sur la bazo de tia aŭtoritata 
Vortarego devos esti ellaborataj la naciaj vortaroj en la estonto. Eldono 
de Oficiala Radikaro estas ankaŭ dezirinda.
Pri la aperigo de Ia supraj ne-oficialaj verkoj devas zorgi, laŭ la opinio 

de la Kongreso niaj oficialaj institucioj (Akademio, Lingva Kom辻ato, U・ E. A.) 
kun la helpo de ĉiunaciaj fakuloj por ke la internacia karaktero de la 
entrepreno estu certigata. La Kongreso estas konvinkita, ke tia programo 
donos al nia Movado sanan direkton, kiu forturniRos la atenton de bagatelaj 
ludoj per neologismoj kaj alproksimigos nin al la venko, pri kiu neniu 
dubas. Vivu nia ° tutmondaM lingvo, vivu la interkontinenta kooperado 
lingva, manpremon al ĉiuj kunbatalantoj sur la bazo de V Zamenhofa 
Fundamento!n
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Organizo de Sudmanĉuria Fervoja Kompanio
（1935年8月1日現在）

Masakazu 〇otani

Prezidanto C總裁）

Vicprezidanto C副總裁） 

Direktoraro （理事會） ゝ

Inspektoraro C監事會） 

Departemento de Generala Administ- 
racio （總務部）

Sekretariejo （庶務課）

Sekcio de Dokumentoj （文書課）

Sekcio de Personaj Aferoj C人事課）

Sekcio de Informado （資料課）

Sekcio de Investita Entrepreno （監理課）

Kontrolistaro C審査役）

Inspektoraro de Flankaj Kompanioj （監 

査役）

Privata Sekretariaro de Prezidanto C祕 

書役）

Kilina Oficejo （吉林事務所）
Ĉengĉjatuna Oficejo C鄭家屯事務所）

Cicihara Oficejo C齊齊哈爾事務所う

Pejpina Oficejo （北平事務所）

Novjorka Oficejo （紐育が務所）

Pariza Oficejo C巴里事務所） 

Departemento de Planado （計畫部）

Sekcio de Entrepreno （業務部）

Teknika Kontrolistaro C審査役）

Centra Laboratorio （・中央試驗所）

Geologia Instituto C地質調査所）

Manĉuria Proviza MuzeoC滿洲資源館） 

Provizora Aluminio-Eksperimentej〇 
en Fuŝuno C臨時撫順アルミニウム試 
驗工場） -* -…’ゝ］

Departemento de Financo kaj Konto 
（經理部〉

Sekcio de Financo C主計課）

Sekcio de Konto （會計課）

Departemento de Fervojoj C鐵道部）

Sekcio de Ĝeneralaj Aferoj （庶務課）

Sekcio de Fervoja Konto （總理課）

Sekcio de Pasagera Trafiko （旅客課）

Sekcio de Frajta Trafiko （貨物課）

Sekcio l-a de Trafika Operacio C第一輸 

送課） •

Sekcio 2-a de Trafika Operacio C第二楡 

送課）

Sekcio de Meĥanika Laboro C工作課） 

Sekcio de Konstrua Laboro C工務課） 

Sekcio de 玖ektra Laboro （電氣課） 

Distriktaj Oficejoj de Fervojoj C鐵道 

事務所）へ

Sekcio de Ĝeneralaj Aferoj （庶務課） 

Sekcio de Trajnoj C車務課） 

Sekcio de Inĝeniera Laboro C工務課）

Fervojaj Uzinoj （鐵道工場） 

Ŝinkinga Oficejo C新京鐵道出張所） 

Dairen^ ヽ'arla Oficejo C大連埠頭） 

Hoteloj （ホテル）

Departemento de Loka Administracio 
（地方部）へ

Sekcio de Generalaj Aferoj （庶務課）

Sekcio de Lokaj Aferoj （地方課）

Sekcio de Edukado C學務課）

Sekcio de Komerco kaj Industrio （商工課）

Sekcio de Agrikulturo〔農務課）

Sekcio de Sanigado （.衞生課）

Sekcio de Konstruaj Aferoj （工事課）

Lokaj Administraj Oficejoj C地方事務 

所）

Manĉuria Medicina Fakultato （滿洲 

醫科大學）. •■［应

Sudmanĉuria Teknika Kolegio C南滿 

洲工業專門學校） •

Edukada Instituto C敎育硏究所） 

Bibliotekoj C圖書館）

Agrikultura Eksperimentej〇 （£5事試 

驗場） • • /

Bestepidemia Instituto C獸疫硏究所） 

Higiena Instituto （衙生硏究所） 

Hospitaloj （病院）

Departemento de Vendado kaj Prov
izado （商事部）

Sekcio de Ĝeneralaj Aferoj （庶務課） 

Sekcio l-a de Vendado C第一販賣課） 

Sekcio 2-a de Vendado C第二販喪課: 

Divizio de Aĉetado kaj Provizado 
C用度事務所）
Sekcio de Ĝeneralaj Aferoj （庶務課） 

Sekcio de Aĉetado C購買課） 

Sekcio de Provizado （倉庫課）
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Distriktaj Oficejoj de Vendado （營業所）

Departemento de Fervojkonstruado
C鐵道建設局）

Sekcio de Ĝeneralaj Aferoj （庶務課）

Sekcio de Planado （計畫課）

Sekcio de Konstruado （工事課）

Oficejo de Esplorado de Akvoprov
izado （水道調査所）

Sekcio de Esplorado C調査課）

Sekcio de Inĝeniera Laboro （工務課）

Oficejo de Fervojkonstruado （建設 

事務所）

Tokia Branĉoficejo C東京支社）

Sekcio de Generalaj Aferoj （庶務課）

Sekcio de Negocado kaj Publikflankaj
Aferoj C業務課）

Sekcio de Konto C經理課）

Osaka Branĉsekcio （大阪出張所） 

Ĥarbinai Oficejo C哈爾濱事務所）

Sekcio de Ĝeneralaj Aferoj （庶務課？

Sekcio de Industrio kaj Esplorado （產業 

ハ課）
Ŝanhaja Oficejo C上海事務所）

Fuŝuna Karbminejo （撫順规派）

Generala Administracio （庶務課）

Sekcio de Karbmineja Konto C經理課）

Sekcio de Karbekspluato （採炭課）

Sekcio de Inĝeniera Laboro （工作課）
Karbminejo （採炭所） *

Oficejo de Karbotransportado （運輸 

事務所〉

Oficejo de Konstruado C工事爭務所） 

Elektra Centrejo （發電所〉 

Karbmineja Laborejo （機械」・・場） 

Olerafinejo （[製油工場）

Puivofarejo C火藥製造所）

Laboratorio de Scienca Esplorado 
（;硏究所）. [ .;

Komitato de Ekonomia Esplorado （經 

濟調査會）

Direkcio de Nordkoreujaj Fervojoj （北 

鮮鐵道管理局）

Sekcio de Ĝeneralaj Aleroj （庶務課）

Sekcio de Konto （趣理課）

Sekcio de Trafiko （運輸課）

Sekcio de Inĝeniera Laboro C工務課）

Al korespondanjto
Masao Nisimura

Tre abunde pluvas en Japana lando 
la pluvado venas kiel maja dando

kiom per flugiloj frapas papilio 
sen tioma venas eta emocio.

Fronte al ĝi staras ĉiu el popoloj 
kaj piedon ĝian vidas kun paroloj.

Kamparano diras ” povas rizon planti u 
kaj ripetas kampe idilion kanti.

■
Nova edzineto la lavaĵon pendas
” Ne sekiĝos a ho ve ve u ŝi ja plendas.

Salajrulo „ guman boton mi aĉetu " 
kaj malgaje diras ” monon al mi metu."

Policano el sub pelerino diras—ゝ 

montrokaze liveritan veston ŝiras.

Riĉa estr' aŭtomobilon jen veturas, 
almozulo sub la rado jam ne kura s.

Kaj okazon mian mi paroli devas,

vi alilandanon mi rakonti reva s.

De naskiĝo mi malŝatas Ia ombrelon 
portas ĝin kaj ĉiam sentas mi malhelo n.

Mi melankolie tenas ĝian mezon, 
kvazaŭ mi subtenas grandan pezon・

Iun tagon ĉe la stacidoma atendas 
edzineto sian manon ja etendas.

Kompreneble en la tago tute same 
ankaŭ la pluveroj dancas makadame.

Sub la brako ŝi kunportas la ombrelon 
tenas sur la lipo pian luman helon.

n Kune malsekiĝu u ŝi min dolĉe diras 
n sub r ombrelo malsekigus" — hejmen iras.

Ekde tiu tago ŝatas mi ombrelon
„ pluvu …"ĉiam mi rigardas la ĉielon

Ekde tiam mi ekŝatas majan dandon, 
kompreneble ĝojas mi Japanan landon.
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EL PAPERKORBO
DE GRAMATIKULO

(7 )

XXVII・ Reprezenta Sekso・
• • • En Esperanto ankaŭ, kiel en multaj 

naciaj lingvoj, la virsekso estas la repre
zentanta sekso gramatika. Pro tio ni tamen 
neniel intencas ofendi la sinjorinajn mostojn 
de la homaro

Ekzemple ” ŝafo " povas signifi ŝafoviron, 
kiel ankaŭ ŝafinon, kiam ne estas bezonata 
la diferenにigo de la seksoj. Ĝenerale paro!・ 
ate，kolombo povas reprezenti kolomboviron 
kaj ankaŭ n kolombinon "• Antikva hina 
saĝulo jam rimarkigis: ” Kiu povas difer
encigi korvoviron de korvino ? n

Ankaŭ same pri homoj. „ Studento u povas, 
ofte signifi viran studenton kaj ankaŭ 
studentinon. Pro tio, ke nia Majstro al
parolis al la Tria Kongreso, dirante : Karaj 
samideanoj! ni ne devas pensi, ke al la 
Kembriga Kongreso mankis ĉarmaj parto
prenantinoj.

En tia okazo, en kiu ni ne faras difere
ncigon inter la seksoj kaj parolas ĝenerale, 
ni nature uzas la pronomon viran "li" 
kiel reprezentan :

Ĉiu privata esperantisto povas havi 
tiajn konvinkojn aŭ fari tiajn agojn, kiajn 
li volas. (OV 378/8)

Ĉiu regnano havas plenan rajton uzi 
tiun lingvon aŭ dialekton, kiun li volas. 
(OV 357/16)

Homoj vere pensantaj neniam malamas 
aligentanon pro la alieco de lia religio. 
(OV 351/5)

Se homo komencas rememori sian tutan. 
travivaĵon, tio ĉi estas signo de lia proksima 
morto・(FK 94/21)

K- OSSAKA

En tiuj ĉi dubaj detaloj ciu povas uzi 
en Esperanto la interjekcion tiel, kiel li 
uzas ilin en sia nacia lingvo. (LR 22/5)

La mono de ciu el ni estas en la aper
turo de lia sako. (Gn XLIII-21)

Se iu verŝis sangon de homo, lia sango 
estos verŝita de homo. (Gn IX-6)

Ĉiu kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas 
la patrinon. (F 40/14)

Neniu volis lasi rimarki, ke li nenion 
vidas. (FI 71/28)

Rim.: La kristana dio kaj anĝelo estas 
virseksa, kvankam ĉe la grekoj oni havas 
diinon, kaj ĉe la budaistoj angelinon

XXVIIIあれ•それ・これ

……日本語では最も近い物を指す場合は 

『これ』,遠いものは『あれ』,中位のものは 

『それ』と區別する。尤も何趣迄は『これ』, 

何米までは『それ』，何米先きのものは『あ 

itj)と云ふ樣なきめはないのであるから，も 

とより漠然たる使ひわけである。英語にも 

that, this ； there, here 等がある。Esp.では 

元來一般の場合はtio 一つですませる。そし 

て特に近きを示す必要がある場合に限りtio 
Ĉiを用ひる。tie, tie Ĉi等も同樣である。是 

はĉiを『附加』すると云ふ建前から,&が 

ついたものはpli pezaであるから，區別の 

吃、要のない場台にはすべてtioですましてよ 

ろしい。卽ち日本語の『これ』や英語のthis 
をtioで譯せる場合が多い。なほ物や場所等 

を直接に指さぬtiam, tia, tial, tielなどは 

&をつけることはないC『此の時,此の樣な， 

此の故に』等すべてtiam, tia, tialで間に合 

ふ。是は言葉の意味が然るのである。日本語 

の『此の時』などはむしろen tiu momento, 
ĉe tio (Ĉi)などの意味である。
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XXIX 人稱代名詞と云ふもの

中學の國文法の敎科書に第何章人稱代名詞 

……とあるのを見て驚嘆した。日本語に『人 

稱』代名詞は少々怪しい。『私,拙者,己,我 

輩,身共,手前，やっがれ……』は單に名詞 

を自己の名を名乘る代りに借用し來るのだか 

ら西洋語の人稱代名詞と異り，いくらでも出 

來る。殊に第三人稱代名詞に至っては日本語 

には全然その習慣がない。『それ』はむしろ指 

示代名詞tioに當る。『翹『彼女』に至って 

は西洋謔渡來以後の新產物。

西洋語では同じ名詞を繰り返して云ったり 

主認,目的語を無暗に省略することを嫌って 

人稱代名詞を用ひるのである。日本語では

『行くかい』----『うん,行くよ』

ですまされるが，西洋語では必ず

Ĉu vi iros? — Jes, mi iros.
又『お父樣は御在宅』とき力ゝれて,『はい 

彼は居ります』と云ふ□本人は居らぬ。人稱 

代名詞が無いのだから，名詞を繰返して

『はい,父は居ります』 

ど云ふか，全然省略して

『はい,居ります』

と云ふ。西洋語ではかかる場合に使はれる爲 

めに人稱代笛詞が存在してゐるので,必ず

Jes, li estas dome.
とliを人れる。かかるliは日本語に譯ぜな 

い。人稱代名詞，殊に第三人稱は日本語に全 

然習慣が無いのであるから,西洋語を知らぬ 

日本の初學者には人稱代名詞は前置詞と共に 

最も使へぬ厄介な料物なのである。

第三人稱人稱代名詞は此の如く前に掲げた 

名詞を二度繰返へす代りに用ひられるもの故 

いきなり物を指して『それは』と云ふ場合は 

人稱代名詞giではなく,指示代名詞tioを 

用ふべきである。昔よく讀まれた National 
Reader Book1の開卷第1頁に

It is a dog.
とあるが，之をEsp・譯すればĝi...でなく

Tio estas hundo.
である。又，前述の『物』でなく,事柄を指 

す場合もtioである。

Londono longe dormis, sed kiam ĝi vekiĝ- 

os, tio estos kiel vekiĝo de leono. (OV 360/8)
ロンドンは永く眠ってゐた，然し一度目醒 

めんか,それは獅子の目醍の如く C奮ひ立つ) 

であらう〇

玆にĝiはしondonoを指し，tioはkiam 
Ŝi vekiĝos云ふ事柄を指す……但し以上は初 

等講習の講義。

處が人間の言葉を支配するしeĝo de mini- 
muma peno C骨惜みの法則)に從って人問 

はなるたけ簡單な形を好んで用ひるものであ 

る〇 Post kiamが使はれるのに，antaŭ kiam 
の代りにantaŭ olが好んで用ひられる。そ 

れは前者が四綴であるのに對して後者は三綴 

でpli simpla kaj malpezaであるからであ

る〇同樣二綴の指示詞tioの代りに,前後の

關係で差支ない場合には一綴のĝiが屢々用 

ひられることがある:

Ĉu ĝi (=tio) estas vero? (GD 15/15)
それや本當かい。

Vi ne scias, kiel oni devas plenumi ko
mision ;mi montros ĝin (=tion) al vi.

お使ひの果し樣を君は知らんな;わLが敎 

へてやらう〇 (FK 73/14)
Ili batis min, sed ĝi (=tio, ke ili batis ..) 

min ne doloris. (SS 44/7)
なぐられたが,痛くもない。

Gi (=tio, ke oni ne konfidas) estas la 
plej malsaĝa afero en la mondo, kiam oni 
ne konfidas al edzino, kaj oni ŝin turmentas 
(GD 22/13)
妻君を信用せずいぢめると云ふなら,これ 

や世の中で馬鹿の骨頂。

Ĝi (=tio) estas li, malgnaŭ lia masko!
面はかくしてゐるが,あれは彼奴だ!(Rt

94/1)

エス文庫第四編•

飜譯實驗室
中垣虎兒郎著

價70錢•〒4錢

十一月十口出來.
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岡本，「和エス」についての感想

1.「和エス」を完成せしめよ

岡本の「和エス」;bある大きな階段だ.だ 

がそれが頂上でない.髙く高く「和エス」わ 

昇らねばならない.それにわ岡本個人の力に 

のみ待っていてわいけない.日木中の全部の 

samideanojがそれに助力を與えることだ・岡 

木の「和エス」にない言葉を探すことだ.古 

い言葉で重要なので缺けているのがたくさん 

ある•新語わ月日とともにどんどん堆亍える・ 

これを專門專門趣味趣味で採錄して岡本に報 

占することだ.岡本わこれらを集めて適當の 

時期く例えば每年1回Jに堆補を發表するこ 

とだ・我等にとって重大なのわ常によりよき 

「和エス」があることだ.岡本わこの事業に犬 

きな功勞をなした・この功勞に感謝するのわ 

これを完成するのに助力することだ•

2. 「和エス」と「エス和」

「和エス」と「エス和」とわ性質が連う.「工 

ス和」ならradikoだけの譯でも,合成語， 

frazoなんかもだいたい(あえてだいたいと 

言う)自分の力でわかる•だから「エス利」わ 

簡単なものでも相當役にたつ.だが「和エス」 

の場合わ違う.日本語の簡單な晤にいくら 

Esp・譯を與えても，その合成語，frazoわそ 

れだけでわ自分でかならずしもわからない. 

”生命“と”線“が「和エス」でわかって 

も”生命線“をそれだけではたしてたやす 

く解釋できるだろうか? ”栗“と”支那“と 

で,,支那栗“が譯せるだろうか?岡本のわ 

介成語やfrazoの少ないのわspacoの關係も 

あるとゆう，それわ止むをえない.だが「和エ 

ス」の用例とエス和の用例とわその性質を異 

にするものであることを忘:uてわならない.

「エスペラントは自然語の如く難溢な慣用語 

法がないから和エス辭典としては句や文の用 

例よりもむしろ一語でも語彙數を豐富に…… 

」にわ無條件で賛成しかねる・Esp.に慣用語 

法がなくとも，日本語にわウントある.これを 

はたして語彙だけで解決できるであろうか?

Kawasaki-N-

世界の各國でもそんな慣用語法まで入れた 

nacia vortaroわでていない•單に語彖だけか 

らいっても岡本の「和エス」わ最大だ■けれど 

も他の國ででていないからとて安心してわい 

けない，言いわけにな匚ない.「和エス」わさら 

にこの方面において完成されねばならない.

3.「和エス」と「和英」

兩者の發達を比較するといろいろ面白いこ 

とがある.frazoの問題もその一つだ。この 

點でわ斷然「和エス」の敗けである.作文に 

わこのfrazoの譯によって參考になることが; 

多い.また思想の分解(=他の言語によって 

の)が作文にわ必要だ.エス作文においても 

現在のところ「和英」のほうがこの思想の分 

解の般でわ「和エス」より役に立つ.なぜな 

ら「和英］のほうがこの翳はるかに詳しいか 

ら.うそだと思うなら例えば齋藤の「和英」の 

“見る”の熟語のところを開けてみろ・

4.「和エス」にあるesprimoj
岡本の「和エス」わ日本語の語量(まれに 

frazoその他うにEsp.譯をつけたのである. 

だからここにあるものわ日本語の思想の範圍 

にはいるものだけである.すなわち日本語の 

思想以外のEsp-aĵojわはいっていない.「和 

エス」にわEsp.のesprimojがもれなく,ま 

た全!ŭi的にはいっているわけでないことだ. 

「和エス」を全部覺えたとて,Esp.を全部覺 

えたことでない.

5・ Grado de esperan tigo de 
japanaj oj.

(1) 腹切「切腹」harakiro^
(2) geta 下駄 getao*;  lignoŝuo
(3) anzu 杏 abrikoto の變種,anzuo*
(4) ina ido de Mugil cepahalust

mugilo 屬
(5) ŝiruko 汁粉 fazeola supo kun moĉio*
(6) kjokaku 俠客 homo de kavalira 

spirito.
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以上をながめてesperantigoの程度がうか 

がわオしる・明治の初期の利英辭典なんかにわ 

Kiri, a kind of treeすなわち「桐,木の一 

種」ですまむたのがある.外國人が日本語の 

適譯としてではなくだいたいの意味を知ろう 

とするのが-左だったためであろう.また日本 

の事物の英語化の硏究がゆきとどいていなか 

ったからでもあろう・またさらに外國人によ 

って著作されたのが多かったからでもあろ 

う。しか1現代の「和エス」わこんな式でわ 

すまされぬ.といってenciklopedioでわな 

いのだから詳しい定義や說明わできない，だ 

からC6）のような中途ハンノヾなもの力;できあ 

がる.對策わ辭典を使う人がこの記事を要領 

よく活用することだ■

川崎氏の感想を讀み
J・ Ok amoto

川崎氏の「新撚和エス」に對する感想を有 

難く拜見。

いろいいろおほめのことばもみえるがまだ 

まだ缺點も多くもっともっと完仝なものにし 

たいと思ってゐます。あれだけで滿足してゐ 

るわけではありません。もっと雪門話起も多 

いものにしたいしH本語の慣用語句もふやし 

たいと思ひます。それについては川崎氏の云 

はれる如く小生一個人の力では到底完成でき 

ませんから同辭典を御使用下さる皆樣から不 

足な語句について御知らせ〔學會內著者宛）下 

さる樣乂適課を思ひうかばれた方々もそれを 

御指示ドさいます樣お願ひします。旣に誤植 

や必要な語句について相當多數の人々から御 

指示をえてをりますがまだまだ澤山いただき 

たいと思ひます。それがまとまった上は補遺 

の形で發表したいと思ってをります。

次に2.の所で川崎氏が同辭典にはH本語 

の慣用語法（idiotismo）に對するエス譯が少 

ないことを遺憾とせられてゐますが小生の意 

見はやはり熟語や認句が大切で「生命線」「支 

那栗」Cこれらは入ってゐない）の鶴の方が慣 

用語法の譯を入れるよリも大切といふ見解を 

もってゐます。辭典を編纂するものとしては 

慣用語法Q譯を人れる方がはるかに彪大な又 

比較的容易な（和英等を利用できるから;）仕那 

ですがポケット辭典ではこういったものは 

spacoをとるし又常識の發達した人なら大抵 

の慣用語法ノ適譯は自分で考へつくことがで 

きると思ふ〇

例へば齋藝の「和英」の「見る」の項を見 

てもいろんな「見る」をふくんだ澤山の慣用 

語法の英擇が出てゐる。英譯でみると一寸六 

ヶ敷のもあるがこれらの慣用語法をエス語に 

譯することは大抵の場合そうむづかしいと思 

はれない。

「エス語には自然語程難溢な慣用語法云々」 

と小生の云ったのは□本語には慣川語法があ 

りそれを譯した場合その英語にも慣用語法が 

あるからその兩方の鉢あはせでとんでもなく 

六ヶ敷くなるがエス譯の場台はそんなことが 

殆んどないから難濫が遙に少いといふ意味で 

あったのです。

つまり小生の考へでは常織Qあり相當な頭 

腦の持主c大抵エス語をやる人ならそういっ 
た人が多いと思ふ）なら慣用語法はなんとか 
きりぬけてゆけると思ふ。併し「扯ア」や「宇 

宙線」といふ物理學上の新術語のエス譯は常 

識では解決できない。（「址子」はkvantumo 
がよいらしい、「宇宙線」はkosma radio共 

に物理專門家にきいた。;）

といったとて小生は慣用語旬の譯語を粗末 

にしようといふのではない。唯緩急を考へ何 

が大切かといへばむしろ熟語成句の類である 

と考へる。「和エス」も齋藤その他の和英位の 

彪大なものがあれだけ廉償に普及される時代 

が來なければならぬと思ふ。土壤がなければ 

木が成長しない。我々エスペランチスト全體 

の力を向上させねば英語の領域（•我國Q英語 

は政府の力で庇護されてゐて日々何十萬とい 

ふ靑少年が英語でいぢめられてゐる。これで 
は辭典も賞れる筈'）まで進出はむづかしい。 

我々はあくまでも足元を見てふんばらねばな 

らぬ〇 ・■；

第5のgrado de esperantigoの問題は仲々 

むづかしいことです。同一人でもその立場そ 

の場合によってその程度に疑問が起ります。 

かりに講談本のエス譯でもする場合homo de 
kavalira spiritoではやりきれないからkjo ka
lifo とでもするか何とかせねばなるまい。汁 

粉もそうであらう。要するに川峪氏も云はれ 
てゐる如く 「和エス」は一つの方向づけにす 

ぎないから之を活用するのにはよほど頭がゐ 

るといふことを考へていただきたい。唯字を 

引いたままでそのままを鵜呑にすると滑稽な 

ものになる。よく常識をはたらかさねばなら 

ぬと思ふ。和エスも有效に活用していただけ 

ば非常に役立つと考へます。
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VENUSO
明

Matene migru en ĉielon, 
Farinte vin la nub' naĝanta;
Nur tiam vi ekkonos stelon 
Venuson ruge briletanta・

■
Eliru sur la fluo mara,
Farinte vin la tajd, matena; 
Nur tiam trafos vin klara 
Venusa brilo malĝojplena.

Al kio tiel vi sopiras,
Ke tra la pord o de 1 ĉielo
El malproksimo vi aliras
Ĉe F homan mondon, kara stelo ?

Matena verda mar' serenas;
Jen funde ŝtonoj blank-vizaĝas, 
Laŭ ili en 就ellum' divenas
Ni, kiom la mateno aĝas.

Ekpepas birdoj, tuta tero 
El nokta sonĝo nun vekiĝas, 
Auroro roza en V aero
Treniĝas bele, jen tagiĝas.

Ne mankas nokte la ario, 
Matene ankaŭ la matena,
Sed kordoj el la ste! radio 
Kvietas sur la lif matena-

En la maten, ankoraŭ juna 
Brilantajn stelojn benu Muzo,
Kaj al la lumo pleje juna 
Ni donu nomon :la Venuso.

星
de Tooson Ŝi ma zaki 
tradukis ĉ. Sirouĉi

浮べる雲と身をなして 

あ匸たの空に出でざれば 

など知るらめや明星の 

洸の色のくれなゐを

朝の潮と身をなして 

流れて海に出でざれば 

など知るらめや明星の

淸（ス）みて哀しききらめきを

なにかこひしき曉星の 

空しき天の戶を出でて 

深くも遠きほとりより 

人の世近く來るとは

潮の朝のあさみどり 

水底深き白石を

星の光に透かし見て 

朝の齡を數ふべし

野の鳥ぞ啼く山河も 

ゆふべの夢をさめいでて 

細く棚引くしののめの

姿をうっす朝ぼらけ

小夜には小夜のしらべあり

, 朝には朝の音もあれど

星の光の絲の緖に 

あIたの琴は靜なり

まだうら若き朝の空 

きらめきわたる星のうち• 

いといと若き光をば

名づけまかしば明星と
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A LA ORA ŜTU?ARO, de E. P. Oppenhein』 

trad. de Esperantista So&eto de Romford, 
Jaŭlingve kontrolita de M. de ヽVatird, eid. de 
The British Esperanto Publishing Co., 
London, 1936;12 X19 cm., 273 p,定價三圓 

五十錢CIJJ中特價二聞七十錢)送料ハ錢。

Plej tipa akutualtema romano de Oppen- 
Iieiin, unu el la plej popularaj verkist(>j en 
nia tempo.

Gravaj ŝtatoj sendis al Ĝenevo delegitojn 
diskuti pri Packontrakto, sed la eŭropaj 
potencoj ne ŝatas subskribi gm pro diversaj 
motivoj: Germanujo inventis eksterman
bombon, Francujo konstruis senrivale poten
cajn militŝipojn. Tiani venas al Eŭropo 
fantazie rica milionulo el Usono kaj sin 
trudas en la aferon. Li revas (levigi la 
potencojn subskribi la kontrakton. Li mem
fida kaj siplomba marŝas sur sia programo.

Subita falego de la valuto de la sterlinga 
Ainto, enigma murdo de la bela vidvino de 
la inventisto de la terura bombo, eksploro 
de la francaj militŝipoj, malapero de sovetaj 
komisarioj. La tutavolumo estas sinsekvo de 
nervoskuaj okazajoj.

Jam sen Ja averto de la aŭtoro, ke la 
roluloj en ci tiu estas absolute imagaj, kaj 
neniel rilatas al iu persono, neniu kredus, ke 
la romano baziĝas sur ia lustoria fakto. Oni 
apenaŭ imagus, ke iu individuo povus akapari 
pli ol duonon de la oro de Ja tuta mondo, 
kiel la heroo (ie la verko posedas. Sekve 
la donita historio estas nur fabela, sed mal
graŭ tio la temo de la romano estas tute 
aktuala kaj pensiga. Gi donas al ni bildon 
de unu fianko de la nena kap:talista socio. 
Sub kia masko ŝteliras agentoj de imperial
ismaj ŝtatoj ? Kion diras kaj kion faras diplo

matoj ? Kia estus aŭtoritato de la registoj 
de la potencoj, se oni senigus ilin de financa 
rimedo ? Finfine kian nianionan potencon 
havas la oro en nia tempo ? Entute tre 
interesa legaĵo.

Pri la traduko, la lingvaĵoj estas ĝenerale 
bonaj. Stilo ne kruda・ Tamen oni eraras 
uzante la vorton " ajn kie ĝi necesas.

Ekzemple :
u Kial ajn li venas al Monte Carlo ? (p. 

224)
Kiam negacion akompanas la vorto “ ec ゝ 

la tradukintoj metas ilin en neĝustaj lokoj.
"ゝIi diris al ili ec ne unu solan aferon v 

(p. 68)ノ anstataŭ " Mi ne diris al li ec unu 
solan aferon.^ Oni erare prenus la frazon 
en la senco : “ Mi (liris ne nur unu solan
aferon, sed ec multajn aferojn.^

(Mijake-Ŝihej)
▲ ŜI, (Ie II. Rider Haggard, trad. de G. J. % 
Degenkainp, eid. de The British Esperanto 
Publishing Co., Londono ;15x20 cm., 276 p. 
定價三mi五,錢〔十月中特價二m!ハ十錢)、送 

料十二錢。

I'nu el Ia plej fame konata romano <le la 
princo de la rakontoj, jam intima al Ja 
esperantistoj per la tradukaĵo de lia alia 
verko u Luno de Izraeln.

Tiun ci tradukaĵon unue eldonis nederlanda 
librejo kiel unu volumon cl la serio de 
Populara Esperanto-Biblioteko, kiun entre・ 
prenon acetis la brita eldonejo.

Eble pro tio, ke la origina eldonanto 
verŝajne ne estis sperta pri esperantaj librojn 
al la libroj de la serio ne mankas riproĉin
daĵoj, precipe, abundo da preseraroj tre ofte 
ĝenas la legantojn・

En tiu ci volumo, la lingvaĵoj estas tolere- 
blaj, sed ini hezitas diri ĝin unuaranga 
traduko.

En pluraj punktoj Ia stilo ne estas tre 
flua. Cie ĝenas la legantojn anglisma aŭ tro 
ekzakta uzado de malsimplaj tempoj.

卜:kzemple :
Ni havis sufican tempon por pripensi cionr 

kion ni estis travivintaj kaj el kio ni estis 
eskapintaj (p. 48). Oni simple diru: Ni 
havis sufican tempon por pripensi cion, kion 
ni travivis kaj el kio ni eskaj)is.

Kontraste al la romano de Oppenheim, 
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tiu ci havas nenian aldualecon nek donas 
pensindaĵon. La rakonto estas tute fabela, 
sed la verkinto tiel lerte rakontas, ke la 
legantoj ellegas la tutan volumon kun ĉiam 
streĉita atendo, kaj dum la legado ili sentas, 
kvazaŭ ili legus veran historion.〔H 下各地 

で上映中の映畫「洞窟の女王」はこの小說か 

ら脚色したものである。〕（Mijake-Ŝihej）
X ★ PAŬLO SAVINI, trad. de Ŝin Mijao, eid. de 

Mufutai-ŝa, Tokio, 1935;11X15 cm.,16 p. 
Vendo malpermesita.

Mallonga historio de viro, kiu estas morti
gita pro tio, ke li rifuzis mortigi homon.

La traduko estas ĝenerale flua. Kelkajn 
punktojn mi notis:

"ĝi estis tia pala, kian ofte havas tiuj 
homoj ” （p. 5）. Preferinde, " ĝi estis tiel 
pala "・

"Kompreneble, ke li estis tia, faris al mi 
neesprimeblan ĝojon " （p. 6）・ Pli bone estus 
"Kompreneble, Airis al mi neesprimeblan 
ĝojon, ke li estis tian.

"ili jam povas reveni nejmen." estu " iri 
hejmen

La aŭtoritatularo malpermesis vendi la 
libron. （Miso）

科 學

今後科學の方も文獻は咋年12月號本 

誌附錄の科•學文獻一覽表〔本年6月號で 

唱補訂正）と同じやり方で揭載すること 

にします。C將來の便宜のため）（但し書 

名だけ太字體で示し且 formato及斎品 

は定價その他を附加します）。

以下に上記文献一覽發表以後に出たも 

の全部をまとめ（醫學文獻その他をもふ 

くむ？て揭出します。Cこの中最後に・印 

を附したものは一度本年4月號本欄で紹 

介濟のもの）。CJ. 〇.） •

加、 a. Originaloj
W ★ Singto Y. c篠遠喜人）kaj II. Ono（小野 

厂記彥）：htergecra hibridigo en Cichorieae, I.
Hibridoj de Crepis capillaris kaj Taraxacum 
platycarpum （タンポポ類に於る屬間交雜う; 

The Japanese Journal of Genetics C遣傳 學 

雜誌・）,IO, n. 2 （1934）,160-164 [18.4x25.8 
t cm.]*
入★ Ono, Ilumiliiko kaj Dyŭhei Sato C小野記 

彥,佐藤巫平）：Intergenra hibridigo en Cichc- 

rieae, !I. Hibridoj de Crepidiasfrum lanceolatum, 
var. latifolium kaj Paraixeris denticulata.（ク 

ンポポ類に於る屬間交雜,第二報。ワダンと 

ヤクシサウとの雜種）；The Japanese Journal 
of Genetics （•遺傳缺雜誌），11,n. 3 （1935）, 
169-179. kun 1 kliŜfoUo. [18.4 X 25.3 cm.]

Lahoraĵ（）j /uritaj de fervora samideano 
sub la gvido de D-ro Y. Sinoto, eminenta 
here<lscienisto, lektoro en Botanika Instituto 
de Scienca Fako de Imperia I'niversitato, 

Z^Tokio.
叹・ ゝIaeda, Tutomu kaj Ryfizo Svozi （前田 

勤,庄司隆三）:La kemia signifo de " hardiĝo v 
en la japana normaro por pordandcemeoto; 
Scientific Papers of the Institute of Phvsical 
and Chemical Researcli, 26, n. 559 （1935）, 
192-20〇.[19x26 cm.]*

）ir*  Nism, Seiho （西成甫）:Ankoraŭfoje pri la 
ĝenerala diferencigo de Ia trunkomuskolaro ĉe 
amniotoj; Folia Anatomica Japonica ,12, n. 
6 （1934）, 397-404. [_18・?x27 cm.]*

N.SHI, Seiho C苗成市）：Pri〔" vejnoj de 
mano de simioj; Folia Anatomica Japonica, 
13, n. 4 （1935）, 407-416. Resumo en Esp. kaj 
germana. [18.7 X 27 cm.]

Nelacigebla samideano D ro S. Nishi, pro
fesoro de anatomio, Imperia Universitato, 
Tokio, publikigis denove esperante skribitan 
laboraĵon ・

b. Resumoj

Rondo, Kazuo （近睦一夫）：Interfero de 
la Muro de Venttuaelo, kies Tondsekcajon 
rondumas Cirklaj Arkoj Cl旬弧を境界とする贱 

洞の壁の影響）；Report of the Aeronautical 
Keseancĥ Institute, Tĉkyo Irnperial Ifniver- 
sity （束京甯阈大學航空硏究所報吿）,10, n. 
8 （1935）, 261-262 頁[18x25.5 cm.]（原報共 

價€5錢）。

Originala raporto estas en angla lingvo kaj 
esperanta resumo estas aldonita.航空硏究所 

報吿としてはエス文抄錄は始めての事と思ふ 

この力而への進出はのぞましい。

y ★ Matukuma, Takehiko （も隈健彥）：Esp
loradoj pri la periodaj orbitoj （過期軌道に關 

する硏究）；Memoirs of Astronomica! Society 
of Japan C □本天文學會耍報），3, n. 3-4 
（1935）,. 2 p.

Originala raporto estas en japana lingvo. 
Esperanta kaj angla resumoj estas aldonitaj- 
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ce la komenco, (la numeroj de la pagoj de 
resumoj estas kalkulitaj aparte.)
★ S:mura> Takasi C志村喬);Citologia studo 
pri la teplantoj,日本作物學食記事,7, n. 2 
(1935),130-131. [15.2x22.2 cm.]

Originala teksto estas en jap・lingvo.

c. rerminaro
Takagi, Tenci kaj Kacumi Ooki (高木貞 

一,大木克巳):エスペラント語と電氣工學 

{Elektroteknilco); The Journal of the Klectro- 
technical Society of AVaseda(.早稻山電氣工 

學會雜誌う，15, n.11(1934), 383-393,16, n. 
2 (1935), 62-74, n. 3 (1935),100-115.

De W ĝis "泥” laŭ anglaj termino;.

d. Diversaĵo
^Tagutt, Tatuo cuin龍雄):黑海の海洋擎 

的槪觀,海洋時银(The Journal of Oceano- 
graphy), 7, n. 2 (1935), 511-528 + 24 folioj 
kun grafikoj. [19.2 X 26.2 cm.]

Nur sur p. 511-516 estas skribite en japana 
lingvo sed sur p. 517-528 estas skribite nur 
esperante kaj la figuraĵoj kaj grafikaĵoj en 24 
folioj estas skribitaj en Esp・ kaj jap. lingvo.

佛 敎

LA PSALMO DE GUSTA KREDO C三轉合編 

正信偈)kompilita de Kono-Zvoe (河野誠 

惠)，eldonita de <1 apana Budhana Ligo Espe- 
rantista, Takakura-I<ail>an, Kokujd-Taka 
kura, Kioto, p. 32, prezo 40 senoj 〒 2,1935.

La libro konsistas el tri partoj:
1)Esp. traduko de " Ŝoosinge ” verkita de 

Budaisn^a Sankta Bonzo Ŝinran (1173-1263), 
la fondinto de Ŝinsu-sekto ； 2) Japanlingva 
traduko de " Ŝoosinge" skribita per latinaj 
literoj; 3) La originalo, ĉinlingva versaĵo, kun 
japanaj prononcoj (montritaj per latinaj 
literoj).

Ni tre 00jas ke ni povis aldoni unu litera- 
turaĵon de Budaismo en nia lingv〇. Laŭ la 
opinio de la recenzanto la vortoj esperant - 
•gitaj estas tre malfacile prononceblaj k. ekz. 
bodhisatvo, dharniakaro, tathagato, dharmo, 
sukhavatio ktp. La tradukin to konservis 
literon h en ci supraj vortoj kaj forigis ĝin 
en aliaj vortoj (k ekz. Amitaho anstataŭ 
amitabho, abitlharmistoj ans. abhidharniistoj).

厘宗の敎へを示した探鸞聖人の!E信偈の工 

ス譯の出現はありがたい。編者及發行者に感 

謝する。河野氏は熱心な口本式ローマ字論者 

である。エス譯中□本人の名は日不式につづ 

リ梵語による固有名はエス式にしてある。（J・ 
〇）

雜

★日本エスペラント名發京祁府龜岡町・エス 

普及角發行。菊半截判200頁、價35錢（〒 
共う。 「 .•二

日本のエスペランチスト約4000名の氏名 

を府縣別に集めABC順に配列したもの。猶 

地方會名もでてゐる。この材斜は主として地 

方會から提供のものであると。同じ人がニケ 

所にでてゐたり入ってゐるべき人で名前のお 

ちてゐるのもあるがしかしこういったものは 

完仝を期することは不可龍である。殊に學生 

尸如き屢々轉居するものに就ては。

^fKAN-U-GO, eid. de Brita Esperanto-Asocio, 
Londono,1935; prezo 2 ŝ. 6 p・ afronko 2 p.

Kartoj, per kiuj oni povas ludi kurcvortoĵn 
unu- ĝis scp-ope. La ludo estas nun tre ŝatata 
en Anglujo. Taŭge aplikita por Esperanto. 
La ludo estas interesa kaj samtempe utila por 
la lernantoj de la lingvo, ĉar dum la amuziĝo 
oni povas akiri plenan konon de la vortoj. 
（Miso.） , ,書

□= 吿◊吿 =□
UEA—Aktivaj membroj に

今坏度「年銘」は,UEA改組後職員異動尊 

のため、延引してゐましたが、最辿陣容も漸 

く整ひ、十刀末に發送するはずになってゐる 

さうですから、しばらくお待ちください。

AELA會員に

1933 年----Enciklopedio II も配本完了、

これで、金部終了です。同書未入手の方は、 

至急お巾出でください。

1934 年----Ĉeĥoslovaka Antologio まだ參

りませんが、近々配布されるはずです。

/ 1935 年----A. Plena Granniatiko de
Esperanto; R Tri Homoj en Boato が、そ 

れぞれ、最近第一囘目に配本されました。C 
はまだです。

aela新着書一部寰特價

Plena Gramatiko （8 fr.------約ハ冏）

ヽ 特!3三圓五十錢・送料十二錢

財0法人日本エスペラント學會洋書部
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第27回萬國 

エス大會記
去る8月3—18日イタ 

リーにて35ヶ國から

1500名參加

萬國大會の豪華版第2?囘大會が初めてイ 

タリーで開かれた。何分これ迄に例のない移 

動大會ともいふべくあはたvしい大會だった 

らしい〇 amuzo第一の人々には愉快だったら 

うがseriozeに大會の實益痊得るには不適當。 

次に二三の雜誌の報逍から大會の模樣をskizi 
しよう,，

イタリーの北境からのりこんだ各國の同志 

は・愷ひ，思ひのコースで Venecio, Verono, 
Milano, Torino, Ĝenovo に集合陸路 Florenco 
(Firenze)に8月3日參集。ここで市長の招 

待をうけた。Cここで坊時から第十一囘夏期 

大學が開かれダンテについての譏演〇)自由市 

內見物〇 晚は Interkonati僉：！ vespero.
• 8 JJ 4 H Floreno 出發 Komo へ 〇 5® 
Romo 着 〇 •

8 /] 5 H Roido にて〇

朝 Vatikana urbo を aŭtobuso で訪問 〇

8月6日 Romoにて

Koncerta Domo "A ŭgusteo に於て正11 
時に發會式擧厅。伊國政府代表の挨拶あり。

^falmgren氏が前大僉を代表し今大伶の役 

員として名譽令・頭は侯爵Cordero <lc Monte- 
zemolo將軍〇會頭は RinaMo Orengo敎授 

その他を指名した。副會頭の一人として日本 

の淺井惠倫敎授がえらばれた。

Stefano La Colla會頭のsalutoありつい

で UEA の會頭Bastien將軍のsalutoあリ〇 

ついで國際聯盟代表、才一ストリー政府代表、 

フランス文部省代表。リヒテンシュタイン國 

代衣・和蘭政府代表.ハンガリー政府代表等 

の祝辭があった。

猶ザ博士の息 Adam Zamenhof氏がザメ 

ンホフ家を代表して挨拶し各國代表の挨拶が 

あった。U本は江上武夫氏かが挨拶した。

8月7日 UEAの!aborkunsidoでは和蘭 

のTELをUEAに入れるか入れぬかの論 

爭で肝心の部分がおろそかになった〇 Bastien

ロ ーマ大會發會式場の景

會頭の報吿によれば今年は幸ひ赤字を川さな 

いですむとの事。そめ他の報吿があった。

8 JJ 8 H VEAの委員會〇

Komo より Napolo へ 〇

8 月10 H Napolo にて。

Pompeiの廢址の見物その他。午後閉會式 

擧行。S. Carlo座にて。Canuto敎授はイタ 

リー語にて。エス語の意義その他をのべ列席 

當局者に宣傳す。UEA會頭Bastien將軍の 

挨拶〇 Malmgren氏のスエーデンの報吿〇 

Steiner氏の明年のウヰ-ンでの第28囘大會 

への參加勸誘があった。かくて犬诲のofciala 
partoは閉ぢられた。

あとは萬國エス大會始まって以來ろ豪甲版 

Kongresa Krozado al Afriko である 〇

七百名の Krozado參加者はSinaia號に 

便乘。1〇日夜は非參加老をも加へて船上で 

noktofesto.
夜おそく船はNupolo港を拔錨。鏡の如き 

Tirena Maroをすべってゆく 〇

12[Iにはマルク島Valletta港に着〇 

マルタ島見物。

13 HにはTnpoli着。待望のアフリカに 

第一步を印す。砂漢へのドライブ。

14日歸航の途につく 〇

15 U シシリー烏Palermo普〇

17 FI Ĝenovo港着解散。

トリノ市機關誌エス大會記念號

イタリーのトリノ市の機關誌Augusta 
Taurinorum の五□號附錄として菊四倍大34 
頁の美麗な全エス話で書かれたトリノ紹介の 

大册子が發行された(淺井惠倫氏よリ學會宛 

おくってこられた)。入用右は返信切手8枚 

封入 Konntato por la Torinaj ^Ianifestacicy, 
Via Arcives cora(l,7, Torino, Italujo 宛申 

送られたし。



311

海 外 報 道

第28囘萬國大會はウィ-ンで揍國現政府の庇迤の下に着々準備を始む

來年の禹國大會はVienoで8月8-15【I換 

國政府の經濟的援助（政府及び市上リ各5000 
silingojの補助が出る;）の下に開かれる。

總理大臣门身この6 » 25 [|附でエス大命 

招待の公式のsalutoを出されてゐる程であ 

る。首和のみならず外務大臣及關業交通大臣 

がエス語で全世界esp-istaroによびかけてゐ 

るのでこれ迄にないことである。宰相が大會 

名譽準优委員長で藏相その他各省大臣、ウィ 

ーン币!Iその他が名譽申備委員といふ豪勢ぶ 

りである。

!際劃一協會（ISA）ピエス語

级術上の術語の劃一化（normigo）の問題は 

各國で相當研究されてゐたが1926年に阈際 

的に結合して協力することになった。それが 

ISAとよばれる。この!SAで一年ほど前か 

ら中立的國際的術語決定の問題が考慮されて 

ゐる。蘇聯の劃一委員今ではエス語を基本に 

した internacia terminologia kodo の確立を 

主張してゐる。まだこの方而へのエス語の進 

出は海のものとも山のものともわからない。 

我々の努力によってこの力而への進出をのぞ 

む。

國際觀光局を驚かせた
外國エスペランチストの照會

本年4月から9巧末迄の半-年・間における鐵 

道省國際觀光局への海外よりのturismoに關 

する問合せその他み照會狀の總數は713逋で 

ある〇而してその屮52?通はエスペラント語 

によってかかれたものであった。卽ち74% 
がエス語の手紙なのである。この調査は同局 

でなされ大臣迄報吿されたものである。

猶今夏發行の“Jiipanujo" 一萬部は旣に 

殘り少くないので鐵道省でもエス語案內記の 

增刷の必要をひとめ近々第二版二薦部とかを 

增刷する樣内定したとの爭である。

猶國際觀光局も觀光事業にエス語の必要を 

痛感去る十月二十日から東京鐵道エス會主催 

でひらかれてゐる初等講習に對し二名の事務 

員を派遗してゐる。例同講習にはジャパンツ 

ーリスト•ビューローでも五六名の事務員を

ドイツ現政府はエス語を禁止せず

ドイツのナチス政府がエス活を禁止したと 

いふ通報がひろまった。H本では時序新報に 

少さく出たようだ。併しそれは誤報である。

新聞は非常にありがたいが時々誤報をだし 

て世間を誤る。その誤報でとても大きな被審 

をうけることがある。事のおこりは最近聯邦 

及プロシャの科學敎育大臣が出した公嵌で工 

ス語の如き人造語に對して特に庇護する必要 

なしといふことを通逹したのである。つまり 

ナチス政府はエス語に好意をもたぬといふ意 

味である。I.かし新聞はこれを以てエス語の 

禁止と考へて通報したのが誤報のもとであ 

る。

それでドイツェス協倉から之について內務 

大臣に照讳したのに對しての返事はIL冬 

flegado de arte kreitaj mondlingvoj, kiel 
Esperanto, ne estos malpermesata de mi, sed 
ĝi ankaŭ ne ĝuos statan akcelado n」 とい ち、 

のである。つまり政府で禁止もせないが獎勵 

もせぬといふことであ？ 〇

この程度なら!!本だって同じこと別に政府 

で何尊エス通勤に援助してもらったことがな 

い。

出席せしめエス語のturismoへの進出にっと 

めてゐる。我々海外の同志小我國へ來る人々 

はぜひこのツーリスト・ビューローを利用さ 

れる樣慫通されたい。

古い同志華夫人ミ會見
臆澤理事の肝入で去る!0月26【I午後季中 

岡本.三宅兩名で【I比谷の公會堂に於て催さ 

れた日本民俗協會の地力舞樂の紹介演出を見 

物にMarin氏を案內しU同所へこられたポ 

-ランド生れで口下北京華南圭氏の夫人とな 

ってをられる萍羅琛 （S-ino S. Rosen-IIoa 
Nan Kuai）夫人にあった〇同夫人は古いesp 
istinoで刀をもしってゐる。同所で若い英人 

夫婦c夫人はギリシャ人:）とあひエス語を盲•傅 
した所さっそく獨習書を買はれた。猶久佛語 

をよくせらるる□本の婦人にもあひ宣傳した 
所それもエス學習を快諾されたのは愉机な收 

獲であった。華夫人は最近の水!® || K學會を 
訪間さるる答。



南鄕松原にて京祁エス聯盟——右より〔前列〕ー 

木、山本、〔中歹IJ〕金松、吉田、赤田・伊藤、中原、近 
藤.〔後列〕山口、中野、央戶、一木・橋本の諸氏諸嬢。

和歌山エス講習一右より〔前列〕花光、鈴木、根 

木■小堀、高木、〔中列〕樁本、阪口、小笠原、堀內、出 

津野.〔後列〕兒玉、前奧村、山崎¢諸氏菇孃。

古い同志かをこんで橫濱エス協會

左より〔前列〕水谷、佐々城、小坂、速水、間、 

川治、〔中列;）吉田、鹽川、飯山ヽ〔後列〕鈴木、 

佐久間.安村・杉山、富盛の諸氏。

天の橋立にてSomera Domoの人々 

右より尖戶、赤田、山田、渡邊、山旧の諸氏諸孃。

保津川にて京都エス聯盟の人々 

右より〔坐者〕山口、甘蔗、中原、糸井、吉田、服部、松 

林、金松、〔立者〕杉村、加納、木村、加納の睹氏諾挟。



地方會との緊密な聯絡と

エス運動の情勢視察の爲M

弟ー第一回は今秋九州地方へ

學會評議員久保貞次郞氏を特使芒して派遣

凡そ阈と國との戰爭には第一線に花々しく活躍さるゝ部隊と後方にあって 
!武器彈藥の補給に萬全を期すべき參謀本部と銃後をまもる國民の際結の三耍 
!素が必要であろう。

エスペラント運動を戰爭にたとへるならば各地に於て花々しく活躍さるる
1地方會こそ第一線の部隊であり!anda asocioたる學會が後方にあって參謀 

木部の役廿をは汇すべきであり全エスペランチスト大衆こそ銃後の國民であ 
ろう。この三者はいづれも缺くことのできぬものであり且この三者の緊密な

!協力によってのみ我國エス運動の最後の勝利が期してまつべきである。• I 
' ふりかへって我國エス運動のあとをたづねその現狀をみるに學會が經濟的! 

基礎の未だ微弱のため之迄十二分に參謀本部としての活躍をなすことができ
!なかったのは遺憾であった。而して近年社會狀勢の變化と共にエス運動も全・ 
!國的に沈滯し勝でありこの期に於てこそー層我々は戰線と參謀部の連絡を密 

にし一層の勇往邁進を期すべきである。かくして學會としてその職責を完う; 
するためこの際特使を派遣することの急務を認め之が計羯をすすめつつあつ 1 
たがその人選と經費の捻出の點でゆきなやんでゐたが先般口米學生會議に加・ 

って渡米しエス運動のため多大の收獲をもたらされた學會評議員久保戊次郞i 
氏が種々の點に於て特使として鼓も適任たることを認め同氏の蹶起をお願ひ : 
した所同氏もこの擧に賛せられ自らその垂任を快く引受られ11.之に耍する諸! 
經費をも負擔下さることを巾出られ學會多年の宿望が始めて實現することに| 
なったのはよろこばしいことである。 I

) 而して士づ第一回特使派遣地を九州地方と決定した。特使久保評議員は來I 
"る22 ロ東京發西下の途につかれることになった。ついては九州各地の同氏| 

諸君は本僉の意のある所をおくみとり下さってこの計畫の遂行の爲御援助を1

1.賜らんことを伏して懇願致します。 i

K日本エスペラント學會

1.今度の特使派遣は普及講演浄、講習會・演証會等のための口的でなく專 
らエス運動の第一線に活躍さる地方會の各位に親しくおあひして運動に關する 
意見をおききし併せて學會の從來の方針を開陳し將來の運動の爲種々意見の交 

換をなしたいためであります。 • つ

2・久保氏は栃木縣の方。東京帝大敎育學科卒聚の文學士。目下大學院學生 

として敎育學專攻中。我國屈指の新進エス雄辯家。C舊姓小此木。一昨年值岡町 

資産家久保家に入り分家を創立さる。)今夏第二囘n米學生會議に參加されたこ 
とは何人も御存じのこと〇
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第23回日本エス大會の記

名古屋市にて參加者200名

第24囘は札幌市,第25囘は東京市と決定

• . . 第一ロ會場T

前記念撮彩

9 ]}18 □小樽Q福田氏を迎へた學诈では 

旣に名古屋大會の氣分が濃さをまして來た。 

20 Hには札幌の和澤氏が來られ愈々大會色 

がふかくなる。同志一行約廿名が21口の夜 

行で西ドすることにきまった。記者は一足先 

に21n朝I河の中を酒井氏と二人で出發し 

た。濱松で靑木氏が加はり一行三人となる。 

夕刻頃名古屋驛へつく 〇驛で龜岡から來た井 

上氏等や大阪の同志を出迎への川崎西山氏等 

と出ちふ。一足先に合宿鶴舞旅館へゆく。こ 

ゝでは名占屋大會を双肩に擔って大童の幹韶 

の方々にあって一別以來の言葉をかはす。 

大"前夜の氣分はまた格別だ。大會が始まっ 

てしまふとフ。□グラムで攻めつけられるが前 

夜は何もなくてまったく大會氣分を味ふによ 

い。.21□の晚は雨がふってゐたので市內見 

物も出來ぬのでシンミリと却って愉快だっ 

た。その中に大阪や京都の同志が乘りこんで 

くる。いよいよ合宿が賑かさを.ましてくる。 

マヨール氏もやってくる。夜半までよろこび 

の會話がつv く 〇大會で、最も檢快なのは合 

宿のたのしみであらう。こんな時ほんとうの 

意味の意志の疎通や怠見の交換ができるとい 

ふものだ。 * * …

第一日（9月22 ロ）
前夜の雨もあがって天氣が幾分よい。早朝 

朋京その他からのリこんだ问勢數十名。合宿 

は人會氣分ではちきれそう。午前ハ時過會場 

なる鶴舞公園內公會堂へゆく 〇

各地の同志がそここ、に冏卩申をつくって話 

しあってゐる。前H迄の巾込約百名が今「[は 

約二百名になって名古屋の同志逹をよろこば・ 

せる。

,發會式ーー9時を少しすぎて開會。

「君ヶ代」齊唱。ついで人會準備委員艮矢

峪富萸人氏が立って開會を宜し大會名譬命頸 

に名古屋市長大岩-勇夫氏を・侮頭に山创弘氏 

を、書記には口木欽松、由比忠之進、谷村道 

夫・松本巫一、竹中治助の諸氏を推薦する。

ついで大岩名譽會頭の祝郦があった。市長 

のエス大會・での祝辭はその例がないわけでは 

ないが多忙の市長白ら出席されて祝辭をのべ 

られしかもその內容たるや實にエス語に對す 

る理解の深いのに一同敬服。 .. .

山山命頭のエス語で平和を愛好した英雄秀 

吉をうんだこの地に平和の闘士をむかえるに 

ふさわしい旨挨拶。Espcro齊唱。• 

ついで各存の挨拶に人り ;

財團法人日本エス學命ーー小块犯二氏

・日本鐵道エス聯盟——靑木武造氏 

東京鐵道エス會——野上道チ孃 

東京エスクルーボ——萬澤まき孑孃 

人類愛善會——大崎勝夫氏 

エス普及會一止村貴照氏 

大阪新星僉一土屋秀一氏 

小梅エス會——福m仁一氏 

東京エス・クンシード聯盟一原山三馬氏 

東洋文史研究所——小野田幸雄氏 

橫濱エス協會一杉【I幹三氏 

北海道エス聯盟——相澤治雄氏 
金澤エス會——菅野祐治氏・ j
電氣エスせ—由比忠之進氏 

甲府エス協會一文石隆氏

叮間の都合がつかず以上を以てsalutojを 
ーまづうちきり以ドは中鑒の席上及晚餐の席 

上へゆづった〇これらのsalutojを便宜上次 

に揭出する。’ ；

大阪土ス會——桑原利秀氏・ 

Orkidaro會--- 福原扶美子孃

神戶エス協會—永井海乘氏



C以上は畫瓷の時.以下は晚姿の時）

大谷大學エス會一金松賢諒氏

II木佛敎エス聯盟——柴山慶氏

四日市エス會——福田!E男氏 

高岡エス會ーー志甫三郎平氏 

京都エス聯盟一服部享氏

—•志エス會--- 林好美氏

北陸エス聯盟一大場秋男氏

平安エス會——赤田熊義氏

滋賀縣エス聯盟一中村卯吉氏

京都生產學閉——山本佐三氏

以上salutojは各種各樣の内容をもったも 

ので興味があったが一人三分間位に制限して 

をかなかったので徐定の時間に終了せず午餐 

晚賛までまたがったのは前例がないわけでな 

いが今後 salutintojとarangantoj の兩方で 

の施力が必要と思ふ。

財篦法人日本エス學畲總倉

10時40分より議長小坂理事司會の下に

岡木學會書記長:昨年度泰業につき詳細に 

報吿且命計報吿については印刷物を配布し三 

石理事及口分が參會者の質疑その他に答へる 

Mのぶ〇

進鑑靜太郞氏:年に一度の總會故できるだ 

け有意義に且各自の意見をのぶペきことを主 

SKo
伊藤幸一氏:學@がもっと宣傳用パンフレ 

ットの類を出版すべしと强調。

岡本書紀長:右の如きパンフレットは旣に 

數年前桑K（氏の進言により企圖し編纂を同氏 

に依喊!し同氏よリ夫々適當と思はれる人々に 

依頼せし所原稿一つしか集らずそのまゝにな 

ってしまった旨答ふ。

桑原利秀氏:陆間もなき故arangantojと 
和談の上時間のつく限り本總會を第二H午後 

の嫌辯大估の就に繼績し今口は之にてうちき 

リの動議あって可決。

大會準備委員會の方からoratora kunsido 
は希望者少數につき之をとリやめ第二"午後 

は學會總會に提供の旨申出られかく決定す。

紀念撮影ーー12時過。

大會々場公會堂前にて。（寫眞參照）

市長招待午蹇會

昨年の長崎大會でも市から折辨當の御馳走 

をもらったが今度のは角封筒入の印刷物に大 

伶名譽會頭としてでなく名古屋市長として犬 

岩勇夫氏の「御离說拜聽」の午姿招持狀が出 

席會員に配布された。しかも御馳走ほ仲々の 

皿數でまづざっと500肛位の御馳走。さす 

がは大岩市長とヒソヒソ話も陽氣だ。市長は 

差支へのため出席せず代理として坂本敎育部 

長出席。デザートに入って坂本市長代理から 

産粟都市大名古屋市の發展とエス大會明後年 

ら汎太平洋薄覽會等にき及し全國エスペラン 

チストの助力を期待する旨乙べられた。口木 
欽松氏代表して謝辭をエス語でもべ小坂狷二 

氏が剛辭と感想をかねて坂本氏にきいてもら 

ひたい力、ら日本語でやると前提し例の諧謔を 

まじへた口調で坂本氏と同氏との昔の交友關 

像からのべて坂本氏のエス語への好意を黒ん 

だ。再び拔本氏が立って實は自分も學生時代 

にエス語を學んだことがあるが物にならぬ屮 

に學校を卒業して官吏生活に入ったためやめ 

て殘念だったとの慣古談があった。

ついで三強義明氏司會別項記載の地方會代 

表む挨拶及祝電の披鬆があった。

大會協基會ーー畫径に手間どり琛宅が狂っ 

て15時矢崎富萸人氏議長として司會の下に 

開今〇

まづ昨年の長崎大命の時設立された「中等 



3W

學校にエス語採用カ硏究並に各資料蒐集に劇 

する委口會」（Komitato por studi pri la 
enkonduko de Esperanto en mezgradajn 
lernejojn en nla Lando kaj kolekti material" 
ojn por la afero）の一年間の經過につき丿F上 

照月氏（鉅岡）より報吿し外國の各所へ問台 

せ材料を「蒐集し且敎科書編纂について文書討 

議が結末がつかずにをる旨をのべられた。土 

師孝三郞氏（_大阪）より質間あり〇委口會が 

大會によって委囑された仕事の範圍をこえて 

ゐる様だと批難し進藤靜太郞氏（大阪）乂敎 

科書編纂問題に關し種々の1®がある旨のべ且 

委貝會がその行動を自らlimigiすべきこと 

をとき委員會の仕事と私的の仕事の混同をき 

たきぬ樣つとめよとのべむしろ委員會を解消 

し身輕にして之の仕事を普及會でおやりにな 

ってはとのべ議長が井上氏の意見をとひ進藤 

氏との間に問答がくりかへされた。岡本好次 

氏C束京）又委員會はkomitato por studi pri 
la enkonduko de Esp....といふ會の名の示 

す如く未だenkondukiされてゐないからen
konduki するための硏究調査ををなすのが主 

であってeukondukiされてから時間敦敎授耍 

旨等に應じて編纂すべき敎科書を今編纂する 

が如きは木末顚倒であり大停で委囑した委員 

會がその權限をこえてそれ白身勝手の冇動を 

とることは甚だ危險なりとのべた。由比忠之 

進氏（金澤）は井上氏银吿によれば委員より 

返がなく委員怠慢をせめ進藤氏は委員角を一 

度解散するか乂は妥員會の權限をハッキリ規 

定すべしとのべその採決を議長にせまる。小 

坂狷二氏〔東京）は委員會は自らsin limigi 
すればよいと云ひ宮崎迂氏OK京）は委員會 

を再組織せよとのべる。採決により結局委員 

會は緡續されることときまり委員會口身sin 
limigiする樣に希望條件が附せられた。

っいでやはり授崎大會で設立された大會規 

約創定特別委員會（Speciala komisiono por 
prepari projekton de Kongresa Kegiilaro）の 

純過報吿があって之に關する通信文書の往復 

數その他について數字を示してま員令の努力 

についてのべまだ成案を發表の時期に逹して 

をらぬことをのべた。委員會報吿は大曲に於 

て承認された。

かくて報吿をおはり•、よいよ協議會議案の 

蕃議に入った。

〔提案!Ĵ第24囘H本エス大會を札幌へ 

招待するの件（北海道エス聯盟捉出;）。

相澤治雄氏（札幌）捉案を說明し滿場拍手 

を以て賛成。相澤氏の感謝の辭ちり〇立石隆

氏（甲府）が大會を夏期に開くよう希望し之 

に對し福田仁一氏（小樽）よりハ月初旬乙豫 

定と答へた。 •'

〔提案2〕第25囘『【本エス大會を東京へ 

招待するの件C東京エス俱樂部捉出）。

矢島英男氏C東京）捉案理由として從來二 

年先の大會地決定は異例であるが1937年は 

エス發表50週年に常る紀念すべき年で旣に 

各阈で五十遍年際を行ふからそれと第25 [iij 
大會とを併せ行ひたい。且25囘はそれ自身 

jubilea kongresoであるからこの顶なるよろ 

こびを祝ふため少くともニケ年の灌備をなし 

盛大なる大令としたしとのペそのため本年 

invito提出の旨說明。伊髓幸一氏〈大阪）は 

東京では三年前に大會があったのだからと反 

對し赤田熊藏氏（京都）は名古屋が二年前か 

らいきごんでゐたのでかくも盛大になったの 

だ。束京の招待を快よくうけ入れよと長廣舌 

をふるふ。岡本好次氏C東京）は先年東京大 

會の剩餘金百數十同ものこってゐてこの際五 

十週年を期し大會をF!實に大いに對外宜傅の 

必要をとき原案支持。かくて殆んど滿場賛成 

裡に可決。

〔提案3J國際オリンビック人:會にエス詰 

を公用話として使用するように大會の名に於 

て百方運動を起すこと（金澤エス會提案）。

由比忠之進氏く金澤J提案理由を說明。主 

旨には何人も賛成で町決されたが小坂氏その 

實行方法について提案者の意見をたじしその 

實行は大會開曜者たる名古星エス聯盟が金澤 

エス會の協力の下に賞行する樣提譲。宮峪迂 

氏（東京）日本エス擧今が努力すべしとのぺ 

たが由比氏から勿論之僚はすべて實際上學會 

の手をへてするのであるとのべ唯その仕爭の 

主體をどこにおくかにすぎぬと說明採決の結 

果小坂案に多數賛成あり。

〔提案4〕來年北海道にて行はるゝ天體狀 

測の爲に集る天文學者にエスペラントを使用 

せしむる樣運動を超すこと。（金澤エス會提 

ffi）〇
同じく由比氏よリ說明。白木欽松氏（名古 

屋）は實行力法につき訊ね、由比氏細「1は採 

決の上確定したいと述べ、大會の名に於て 

petskriboを出して小坂氏は實行は名古屋聯 

盟でしてはとのべ门木氏は之に反對•す。林好 

美氏C三巫縣）實行は捉案者に任せてはとの 

ペ由比氏はそれでは實行は金澤エス會でやる 

とのべ採決の上提案が可決された。

〔提案5〕全ロ本エスペランチストをorgし 

niziし全國を十三地區に頒ち聯盟をつくり霜 
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盟相互に名簿の交換等をなすべし（北陸エス 

聯盟提出）。

角尾政雄氏（高岡）が提案說明をなした。 

福田仁一氏（小樽）が提案耍おが漠然として 

皱をつかむ樣だと批難し再說明を要求。角尾 

氏は北陸北海道九州等の聯盟についてのべ全 

國にこういった聯盟をつくるのだとのペ且 

izolitaj esp-istojを全部我々の陣營にあつめた 

いとのべた〇小坂狷二氏はizolitaj esp-istojに 

は二種ある。組織を知らぬものと知ってゐて 

入らぬものだ。どちらも聯盟が出來たとてう 

まく聯盟へ入らせることのできぬことをのべ 

た。角尾氏は提案の十三地區は何尊數に制限 

はないが出來る所からドシドシやりた ＜との 

ベ（東京クンシード聯盟にもふれたが之は誤 

解で束京のはkunsidojの聯盟でesp-istojの 

ligoではない）宮崎氏は原案に原則的に賛成 

し「地方聯盟を作れ」といふ勸吿にしたいと 

のべ福FH仁一氏は聲を激してこの提案の始の 

言句に日本の運動はorgnniziされてゐないと 

云ふが旣に前から□本エス學會があリ!CK 
にはKRへ代表を出しUEAの再建後は 

landa asocioとして活動してゐる〇それに 

organiziされてをらぬとは變だ〇これは一部 

のためにする人の考へからの探案ではないか 

とのべた。前山健一氏c神戶）緊急動議あり 

とし大會の性資をのべ地方聯盟をつくること 

に努力すべき申合せをして原案を徹囘せよと 

勸吿。福UI仁一氏立ってこQ提案は北陸聯盟 

の名に於て出されてゐるが聯盟加盟の會でも 

咋夜までこの提案が出てゐる（提案は8リ中 

發送されたもの）ことをしらぬといふ噂があ 

るがこれは合法的に同聯盟より提出されたt 
のなりやとのべた。進藤靜太郞氏宮崎案を支 

持し勸吿案として通過させよとのべ採決の結 

果かく決定。

〔扌是案 6〕 Detala gramatiko, Internacia 
Stilistiko, Plena Vortaroの編纂を書語委R會 

及缪士院が考慮せよといふrezolucioをなす 

べきことを提議（名古用有志提出）。

谷村道夫氏簡單に提案をのべ詳細は發案茬 

Major氏がのべるとのべ降壇。Major氏は長 

々とこれが說:明をのべ最後にrezolucioを®J 
颈して降壇。桑原利秀氏C大阪）はかねて提 

川してあった案はすべて〇仏讪3を冠した 

gramatiko, stilistiko, vortaro であったが之で 

は不稔おだと指摘し提案がしばしば變更され 

たことをやゆしMajor氏は腹案はなるべく 

kolektiveに硏究を必要と考へ最後の瞬間ま 

で屢々案をねったので旣にoncitihiの語はす 

ペてのぞいたとのべ小坂狷二氏もoficialaな 

そういったものをつくり一般に强制すること 

はよろしくないからまっこうから反對するっ 

もりだったがoficialaなる文旬がはぶかれて 

ゐるから主旨は敢へて反對でないとのべ進藤 

靜太郞氏は大會灌備委員會へ提りした案と相 

違する事の不都合をせめ Major氏が特に外 

國のsamideanoたることを考へ特例を以て那 

議することとし先例たらしめない樣にとー•本 

釘をうち川崎直一氏C大阪）よ9 Major氏の決 

議案に對し注意したのは個人としての立場か 

らと辯明。採決の結果犬多數を以てrezolucio 
を可決。各國のエス團體と雜誌發厅所へ送る 

旨のべた。かくて協議會を終ったのは旣にタ 

陪のせまる頃である。

紀念撮彩の時分まで天氣だった空が何時の 

間にか曇ってきて協議會の時には旣に雨がか 

なりひどくふってゐた。

懇親晩餐會 （ • 丁 '1
18時30分から同じ會埸で。山M會長:わ 

salutoについで三輪氏司會のもとに最初に地 

方令のsalutoj （別項記載うの續行をなす。っ 

いで卓上演說にうつり。名古用中央電話局長 

C元無電局授）天野榮十郎氏が國際電話交換用 

語としてのエス語採用の急務をといた。川崎 

『〔一氏は簡單に挨拶をのべられた。高妻武次 

氏（大阪;）アルゼンチンから最・近歸朝された 

ので同國におった時同國の同志が日本からゆ 

く多數のエス雜誌のampleksaなことregule 
に出ることについて飛いてゐたとのゆかいな 

話があった。野原休一氏は口が痛いので話せ 

ぬとことはられたのは殘念。城戶崎益敏氏は 

bonhumoraなsalutoをされた〇岡本好次氏 

は東京府立第六髙女のエス科について丸山校 

長の書簡を紹介し同校エス科の性質と將來に 

つき仝國各地同志の支持を要浆した。三宅史 

平氏は文學分科會への參加勸誘をなし參加者 

の注意を喚起し小坂舸二氏はエス譯「荒城の 

月」獨唱をやってアンコールをあび「下へ下 

へと」の民謠を再び獨唱われる樣な晦采を博 

した。ついで餘興に入り竹中治助氏の「名古 

屋音頭」（エス譯）を獨唱しついで谷村逍夫氏 

主演の「舌切雀」Cエス譯:）のギニョール芝居。 

巧みな指先のさばきで雀とお爺さんお婆さん 

を演!H大喝釆を博した。同夜合宿で輝ける人 

會prezidanto山田弘氏が數年苦心の作にな 

る小型機での論文映畫「人類の聖なる旗手」 

といふ題のものを映寫してesp-istojの生活 

と其使命をえがいたその內容と映寫の苦心と 

に見るもの誰しも多大の感激の辭をおしまな
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かった。合侶も同夜は最も多くの同志をえて 

賑かさが一しほ深かった。•外には篠つく樣な 

雨がふってゐた〇

第二日（9月23日）

分科倉——午前屮行はれた。大部分小滙南 

瓦町YMCAでお•はれ佛敎分科會のみ敎化會 

館で行はれた。

記者はすべての分野に出席できなかったの 

で笫三Hの報吿を參若にしてその模樣を徐道 

しよう。 ，•…
女文藝分科會

近藤氏司會の下に開會。26名といふ多數の 

參加があって活氣に次ちた討論を上下した。 

•特に文學研究會のfunkcioについていろいろ 

の意見が提出された。乂文學書のrecenzoに 

対する態度についての意見交換等も行った。 

★ Kristano分科會

EJ本キリスト敎エス聯盟 （Jjpium Espe
rantistaro Kristana）を創立 Vinberbnm&）を 

その機闕誌とし編瞬主任として尾崎雲沖氏を 

おすことに決疋。その他極々決定。非常に靜 

肅に議事がすゝめられてゐるのを見て感心し 

た。

★中等學校エス語採用問題分科會

妥負窃といふ名儀だったが之は實際上委H 
會ではなかった。委員としては井上照月、進 

藤靜^郞の兩氏のみ出席。それで記者も少し 

•出席して愚見を開陳した。進矗委員からも昔 

話がでゝ語面の問題よりも一般の宣傳問題に 

ついての雜談に花がさく 〇 

★科學者分科會 ・

別項記載の如き自然科學者を一丸とした聯 

盟結成の件を協議した。

★醫學者分科會

IEKA〔萬國エス醫師協會）の機關誌Inter- 
nacia Medicina Revuoを日本で編輯E卩刷する 

ことになったので之を援助する樣努力する件 

決議。

★學生分科會

参加者少數のため雜談に終始。

★鐵道分科僉

機關誌Fervojistoの®I化と地方會とん聯 

絡を一膺陨化すべく協議。

★佛敎分科會

1.エス佛敎聯盟を再組織しなるべく近き將 

來に事務所を東京へうつすこと、2.阈際佛 

敎通報のエス詔欄を支持すること、3.各佛 

敎新聞にエス話採用させる樣すゝめる事等を 

获議。

以上大體分科會は午前中に終り午後は一部 

の人は市內見物その他をなした。述動に熱心 

な同志は學會總會へ出席された。このHも雨 

がふってばかリゐた。

學會總會c第二部Ĵ
昨日につじき小坂理事議長の下に開會。

進藤氏:今Hの會合の意義をのべ學窃が 

landa asocioであることを力說した〇

伊蕊幸一氏C大阪;）:咋!!の說明をなし且過 

日のオランダのラヂオ中繼放送がK. 〇.で大 

きく扱はれなかったことを論難す。

土師幸三郎氏（大阪）:伊藤氏に質問をな 

す。

岡本書記艮:中繼放送のとり扱ひの件は見 

解の相邃によるとQペ誌上では大きく扱はな 

かったが地方會へはその事について注意を喚 

超しオランダの放送局へ"dankleteroをおく 

る標慫懣しその成呆が大いにあがったお東京 

高橋氏よりの報吿により承知の斤のべた。

伊藤氏:上記は一例で本年九月號の特輯は 

大いによい。もっとあんなパンフレットを出 

せとのべる。

小坂議長が右ラヂオにつき大阪の同志の扱 

方を質問。進藝氏善處せりとのぶ。

岡不書記長:宣傳パンフレットについては 

旣に昨ロのべた如く犬阪の同志が桑原氏に協 

力してeminentulojをまたずそのprotoni anus 
kriptojをつくってもらひたいとのぶ。

小坂議長:犬阪の同志の協力をのぞむ。

進藤氏:學會に宣傳の組織的機關をつくる 

こと〇及びB. 〇. Esp. Tuernantoの兩誌はも 

っと對外部的宣傳記事を多くせよといよ希望 

決議をしたいとのべ

議!？:は單に學會のひでなく全エスペランチ 

ストがあたるべきことをのべた。

山山弘氏:宣傅の必要を强調し學會の赤丫 

克服のため兩誌を合併し岡本氏は著述のみに 

努力せしめては如何とのべ且つ學會の會费を 

値下げしては如何。

小坂議長:K. 〇.は機關誌だから廢止でき 

ぬと理事としての意見をのべ

由比忠之進氏:進藤氏の提案を先決せよと 

いふ〇

桑原利秀氏:提案を支持し學會に宜像機關 

をおけといふ。

小坂議長:その宣傅委員會は全國的に人材 

をあつめては如何とのべ

進藤氏:採決をのぞむ

岡本書記長:進藤氏はB.O.その他に對•外 

部的の記事を多くせよといはれるがそれでは 
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令員が承知しまい。しかしつとめて對外部的 

に役に立つような記がをこの頃 R・〇•には 

入れてゐる。それは主として會員へ材料の提 

供をするやり方でやってゐる〇會負はよろし 

＜この材料を活用してもらひたい。この小雜 

誌で對内的對外的の兩方面向のものを編輯は 

一寸不可能とのべる。

小坂議長:イソツブの父子とロバの話をも 

ちだし多方面の意見に從っての編輯の不可能 

をのべた。

進藤氏说初の案をmodiAし

土怖孝三郎氏:採決せよとのぶ。

小坂議長:進藤案の第一項を修正しまづ組 

織的宜傳機劇の設邊の可否.2.可決の際は 

學會書記兩名と進藤氏とにて右實現につき協 

議せしめては如何。

進藤氏:今までにのべた所は全部dezir
esprimo として決議案を徹囘するとのべる〇

宮崎迂氏:小坂修正案の決議を慫懣。

第一项につき採決の結呆Mと決定。

土伽孝三郞氏第二项につき修正をのべたが 

山川、伊井兩氏の小坂案支持があって第二項 

も採決の結果可決。c編輯についての進藤氏の 

提案は同氏よりdeziresprimoと變更のため討 

議せず。）. •

小坂議長:山⑴弘氏の會費値下げの事は重 

大案件でこゝで論議できぬとのべ.山川氏も 

値下間題についてはひっこめる。

桑原氏:學令のreorganizoについて昨年 

R. 〇.四）］號に發表し投票をもとめたがあの 

案はどうなったか。

岡本書記長:あの案は一般の意向をsondi 
しただけですぐ實行に移すといふのではない 

がしかしあれで大體一•般の考へが乔業中心の 

財團法人と宣傅中心の社團法人の二つの團腔 

とするのがよいとの恵向であることがわかっ 

た。これの實現については役員诽でもダンダ 

ン考慮してゆくことと思ってゐまマ。どうし 

ても財物を中心とした財團法人としてはエス 

語の實用卽ち文獻の附加といふ方而に主力を 

そゝぐことになり又それが胖會の今日の財的 

基礎をもたらした根本であったことを忘れて 

はならない。しかし一方宣傅も又必要でそれ 

には宜傳みため每年一定の豫算だけ勝手にっ 

かつてしまへる經常費がほしい。それにはど 

うしても宣傅を主□的とするなるべく別個の 

團辭卽ち社厠法人の如きがある方が仕苧がや 

りよい。"本式ローマ字運動はその故にこの 

兩法人が兩方而の活動に一致して働いてゐ 

る。このいゝ例をまねるべきだと思ふ。そう 

するとどちらの仕がも卽ち實用と宣傅とがよ 

り□由により!ni滑にゆくわけではないかと忠

〇

山田弘氏:とにかく現在の學會のまゝで宜 

傅のための經費が十分捻出できぬとならば別 

に宣傅部會計を設け之に一般の寄附をうけた 

らどうかと思ふ。

柴田義勝氏:自分は仙臺の大令以來今度の 

大會迄一便も大會にでゝゐないがこの兩大窗 

を比較してその質的晁的の異常な發展ぶりに 

菸いた。仙臺大會時代の學會の宣傳/やり方 

に對•し自分は非常に不滿であった。しかし學 

令が苗實に建舸をやってきた結果今【Iの隆盛 

を見て初めてこのやり方でなければならぬと 

考へたとのべIL自分の新聞での綁驗からみて 

編輯に對してあまりキビシイ注文はかへって 

よくないとのぶ。

金干美雄氏:學會支部に對する學會の方針 

如何。 :• • H
小坂氏〔議長としてでなく：）:大正八年以來 

學會・が協會に變った經過キ情について群細に 

說明し協伶の時代はすべて地方會は支部だっ 

たものが學會別立當初の力針によって獨立す 

ることになってその結果支部といふ形のもの 

がなくなった所以を詳細說明。

岡本褂記長:學會としては先年内規ができ 

支部を認めることになり近年支部が各地にで 

きてきたが現任支部は福岡及館野をのぞいて 

各地力會で幾分厄介視されてゐる傾がある。 

それは支部は學命今員のみの會の樣な形にな 

ってゐるからでこれはなんとかしてもっと型 

通性を與へ學會々員外のものも準支部且とし 

てひとめてその土地の全體のエスペランチス 

トを包括するとよいわけでせうが。とにかく 

地方に於ては一方には支部の名を用ひ一方に 

は獨立した地方名を用ひてそれを兩力使ひわ 

ける方が宜傅上有利らしいのです。これらに 

ついてもっと考慮すべき心耍があると思って 

をります。 ・

三石理事:學會永代基金は五萬圓に達する 

までその利子も使用できぬことをのべ學會の 

和エス出版投下資金弊につき說明し大いに缪 

會の出脈物を利用して下さってみ命の財的發 

展を援助されたい。そうすれば宣傳上のどん 

なことでもうまくやってゆけるわけだと力 

說。 ノ

由比忠之進氏:學會員をしてK 〇.と「エス 

ペラント」のどちらかを選擇できる樣にして 

もらひたい。そうでないと會員勸誘は無理だ。

岡本書記長:實は我々もそうIたいとは思
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上、のだが「エスペラント」は日本雜誌協會に 

加入してゐるので會員配布は規約違反となる 

のでこまります〇といって協命を脫退すると 

大彊捌店が仝國配布の世話をしなくなるから 

全國書店々頭へ出すことができぬのです。

生駒卓郎氏:基冏五顶呵の積立促進のため 

會費制度的な倂何□とかきめてう繼績的寄附 

を募っては如何。
小坂議艮:それは次變結梅なことである役 

員會に進達し考慮してもらひませう。

以上で十二分にいろいろな問題に對する今 

後の學會の努力すべき點學會を援助すべき更占 

等についての懇談がなされタ頃にもなったの 

で總卵を打切った。

普及粛演會

19時半から敎化會館ホールに於て名古屋工 
ス聯盟と名古屋佛靑聯盟共同主催の下に佛敎 

を中心とした一般普及講演會をひらいた聽衆: 

百名ほど。三輪養明氏司會。次のブログラム 

にて

開倉の辭名占屋佛靑幹事 

エスの大乘性 

不平二つ三つ

物は使ひゃう

宗敎復興とエスの信仰

エスと佛徒

Budaismoと日本文化

三輪義明氏 

山口竹千代氏 

中西義雄氏 

柴山慶氏 

柴山義勝氏 

淺野硏眞氏 

岡本好次氏

第三日（9月24日）

Ekskursoの今Hも遺憾乍ら雨天。し力、し 

旣に十二分に雨天に應ずる準備ができてゐた 

めで千種驟に8時過集合。中央線定光寺驛下 

車瞬前ノ千歳莊に入る。同勢約五十幺。木曾 

川の流を眼の前にL雨に煙る綠農い向ふの山 

々を眺めながらヾerda atmosferoにしたる〇 

ここのaranĝoは主として松本亟一氏があた 

•られた。

松本氏の開會の辭についで矢始氏司會の下 

にまづ次の如く分科伶の報吿に入った《/分科 

會の事は第二ロの部を見られたし）

文窓分科會——三宅史平氏

クリスター ノ分科會ーー伊藤屣三氏

中等學校エス語採用分科會——井上照月氏

佛敎徒分科會一竹中治助氏 

科型者分科會一服部亨氏 

醫學分科倉一矢崎富美人氏 

學生分科會ーー上島武氏・ 

鐵道分科令 ——（責任報吿者所用不在のた 

め萬澤まさ子孃より槪況報吿）

一以］:で人會のしかつめらしいoficiala parto 

を終りあとはekskurso 代りの amuza parto 
に入る。

まづ愛知縣史跌天然紀念物調査委貝長谷川 

佳隆氏の「上代文化と尾張医「の興味ふかい 

話があった。話が終って小坂氏はすかさず立 

って Major氏をよびだし長谷川氏の講演を 

エス認で話してやろうと十數分に亘リエス語 

でre ran kontiしてうまく 'た傳に利用し長谷 

川氏をおどろかした。

それからは辨當をたべながら上島武氏の司 

會で隱し藝その他の披露で大はしゃぎ・部の 

人々は雨の舛れ間を見て源敬公の廟へのぼつ 

た。

かくて14時過からは汽車或ひはガソリンカ 

 で各自おもひおもひ適當の車をえらび西に 

東に袂をわかった。記者は三宅氏と二人17峙 

18分定光寺發中央線をゆられながら夜行で東 

上した。

猶本大會のプログラーモ及協議會の情報及 

決議事項については第一FI19時よりのニュ 

ースの時間にJOCKより詳細な報導がなさ 

れたことを附加してをく。（二〇.生う

第23冋||本エスペラント大會終了後、特 

に設遥せられた大會會計委貝會C大會洋備委 

員會と同じ顏振れ:）は、去る1〇月7 ||夜、 

白木欽松氏宅に命合を開き「大會々計殘金 

（protokolo豫定金を除く）は•全H本のエス 

逹動をvigligiする一助たらしむべく、その 

殆んど全部を名古屋大會に於いて分科會を持 

ちし口木の主要なるエス團體中、或ひは名古 

屋大會に於いて決議され.ただちに實行に入 

る仕事の山、適當と認めたるものに寄附する 

事。大會々計への寄附者へは、その金額の多 

少を問はずエス話運動に理解ある寄附行爲そ 

のものを尊としと見て、乂困難なるエス出版 

支持の意昧に於いて、學會發行のノC會記念出 

版「束洋の俠血兒」を一冑宛贈呈して報ゆる 

事。尙ほ剰餘金出でし時は次河人命までに北 

海道大會へ廻す。」と決議され旣に殘金處置は 

決定濟となり實行に移った。寄贈先きの主耍 

なるものは

日本驚學エス聯盟（西康甫博士委托5
【I本科學者同盟C金子美雄氏委托）

中等學校エス話採用硏究機關

エス文學研究會（三宅史平氏委托）

日本佛敎エス聯盟〔太宰不二丸氏委托） 

日木クリスタノ聯盟C尾畤雲沖氏委托）

C以上へは各抬佣宛）

亦リッビック大角に關する決議實冇賢金と 

しては其額考究中。（以上、大會々計部AO
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コ・▼亠n j 9月1° H——10 JJ 29日迄に到着の分。報道は口本文で迅速に。寫直は 
內1扌卩報寿浮 臺紙なきもの（寫匝說明はその裏へ;）。地方脅誌を以て報道に代ふるをえ 
,コ レI风人  ず。報道締切前月18日迄C18日以後到着のものも編輯の祠:合でのせます。）

來年札幌での日本大會期口決定

——8月8： 9,10日——

第24囘日本エス大會の開催地札幌では旣 

にその灌備を始めた。猶本年本誌4 Jj R・〇. 

に發表の日本大會期成委員會を那備委貝會と 

し準備委貝會事務所を札幌市南五條西十三丁 

目北海道エス聯盟本部におく 〇

大角參加受付は旣に去る9月22日上り開 

始した。來年の大會參加巾込は旣に逍外より 

ヨセフ•マヨール氏、河合直次郎氏、柴山慶 

氏、竹中治助氏、內藤爲一氏.井上照!］氏、 

酒井鼎氏、原田三馬氏、岡本好次氏、三宅史 

平氏等々旣に十名を突破してゐる。道外の方 

々はこの機會•に北海道見物にぜひおいで下さ 

い〇ツーリストビューロ1の遊覽券を買ノる 

方々は非常に安く道內の見物ができます。

エス語書き科學論文續出
★東大敎授西成甫博士が.エス語書きの論文 

"Pri la vejnoj de mano de simioj "を發 

表された西敎授は昨無末にもエス書論文を川 

されたことは旣に紹介した。たえざる同敎授 

のこの方而への努力を感謝したい。同論文に 

はエス語とドイツ語の兩語の抄錄をそへてゐ 

る。
★東大植物學敎室の小野記彥學士も熱心な同 

志であるが、同氏の硏究を指浮されてゐる我 

网遺傅學界の權威篠遠陣士も熱心な同志で同 

氏の著誉にはエス語の竹怕】〇の入ってゐるの 

が多い。篠遠轉士は遺傳學に關するその著作 

Q中へエス語の術語をも入れたい意向をもつ 

てをられる。今度小野氏は佐藤疋平氏と共同 

硏究の "Intergenra hibrido en Cichorieae 
の第二報を發表された。四六倍版十頁外に寫 

匡一葉。この別册■希望の方は束京常大理學部 

植物學敎室內小野記彥氏宛三錢切手封入申込 

れたし。部數の許す限り寄贈下さると。

★航空硏究所很吿第十年第八號に今度近藤一 

夫氏の論文が川たが、これにはエス語で抄錄 

（Interfero de la muro de venttunelo, kies 
tondsekcaĵon rondumas cirklaj arkoj） がつい 

た。原報は英蛊である。同硏究所の報吿の原 

報がエス語で出される口の一日も早く來るこ 

とをのぞんでやまぬ。◊以上の諸論文につい 

て詳細は別項新刊紹介の項を參照されたし。 

★富山工業學校敎渝渡部除志氏が苫工卒聚生 

會の機關誌plintoの附錄として工學術語（和 

エス）を發表されることになった。而してそ 

の第一分册としてplinto第二號の附錄として

Fakvortareto de Civil-lngenierado （Japana*  
Esperanta） Mezurado. C半紙半截判 8 頁）と 

して測量術語85語の『I本語に對しエス譯を 

與へ江用語解戟を附したものを發表された。 

85語は土木學會用語調査许幹事會案によった 

ものである。この方面への渡部氏の努力を感 

謝して今後の大成を祈る。猶右別册希望の方 

には一部10錢送料2錢で頒つ由。

科學者エス聯盟結成されん

自然科學方面にエスペランチストが多いに 

拘らず、JEMA （醫學）、電氣エス會等の琳 

門團體はあったが、從來これを打って一丸と 

した紐織がなく、その必要が感ぜられてゐた 

が、今囘名古屋の大會の科學分科修で□本科 

學者エスベランチストの聯盟結成の爲の準備 

委員會を作ることが決議されその最初の準備 

工作事業として先づ科學者エスベランチスト 

の名簿を作ることとなりその實行が大阪の桑 

原氏名古屋の金子氏に委任された。名簿發行 

乞費用として分科會出席者ろ寄附が5圓に逹 

し、名簿は本年中には出る豫定の由。同聯盟 

又は名簿に關する意見又は寄附金C多少に拘 

らず）:は大阪市廉淀川區十三域!立工業試驗 

所桑原利秀氏乂は名古屋市中區南人津町福壽 

生命保險金社金子美雄氏に申出でられ度い。

エス語書3滿洲國案内記
南滿洲鐵道好社ではエスペラント書き「滿 

洲國（Mancoŭkilo）」案內記が近々發厅され 

ると。同案內記のエス譯は同志寛太郎氏の御 

努力による。
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滿洲FI々新聞でエス語論爭

別項記載の如く滿洲日々の投書欄で9月6 
同に巨リエス語その他についての論爭があっ 

た〇 9 ĴJ 6 I!錦縣のImosato氏が新京の小 

橋博士の癞病の硏究を口英兩文で發表すると 

の事をとらへて英語はやめてエス語にせよと 

の火蓋をきったのがキッカケで之に對する積 

といふ人の反對論。マルクスの資本論が英語 

で出たといふ風なまちがったことをとりあげ 

て（•資本論」獨逸文ででた）英語を擁護した。 

之に對し南といふ入がエス語側の立場で稍氏 

の論を反駁〇 乂つづいてImasnto氏の積氏 

反駁文が出たそれにつづいて一 II本人と名の 

る人のエス語側の投書及びアリマ氏C元大連 

におられ「1下朝鮮淸津に居住）エス語側の投 

書が川て結局エスペランチスト側の論ばかり 

紹介され大々的に成功。

エス語書き注文書がくる
〔□ ~マ字の日本10刀號より轉載〕先に 

ローマ字社で丸善を通じて、ロ-マ与:書籍の 

英文案内書を各國の書店へ發送したが、全く 

想ひがけない阈、デンマークやスイスやトル 

コ等から盛んに口-マ字書の注文がある。小 

供の報物等によってII本語を硏究しやうとい 

ふ熱心な學者などの注文があり、ことにエス 

ペラントを崔ひての注文書の多いのは最近N・ 
R.の仲間とエスペランチストとの協力が云は

各地報道
萌 右 ★東京クンシード'聯盟（T.EKT）- 
ノ、"、それぞれ多少異る特長を出して居 

るのは面白い〇月、神田ではparoladoや其 

の通澤等に依って皆が停話にI•.手にならうと 

する趣向人に感心する所あり。火、池袋K. 
同驛舊市内側の明治製第に新居を構へ愈々 

fresaに。水、學會例倉、時間を二分し、最 

初tekstoに依る講議聽満、次はエス伶話や 

歌の練習。9 JJ 25日名古屋大會の模樣银吿 

と比れに關する討論。木、Nova K.は新宿と 

云ふバックがあるので益々多數に集り。金、 

武藏野K・峙々新來の客の來訪あり〇 土. Ar
genta K.は例の何弊形なき所が特長.新顔で 

話上手がぼつぼつ現れて來た。1〇 JJ12H最 

早硯固たる存在物となれるLcktは一層託さ 

れたるその使命を通じて我風エス界に大に貢 

献す町きである事を代表者をに於て具的的に

れて居る折から、まことに興味深く喜ばしい 

ことである。 " 2 $医

藥のレッテルのエス語

柬京市品川區大井關ヶ凉町!298佐腿製藥 

合名會社では旣に同社發喪の藥品にエス語名 

入りのレッテルを使用してゐる。その藥劑の 

エス名を次に紹介すると

Unua Intesta Tableto, Unua （Gonorea globo, 
Dua Laksigilo, Senveneniga Pilolo, Revarmiga 
tableto, I nua laksiga tableto Dento Sendolor
iga soluago, l nua Sentusiga tableto, Korfort- 
iga tableto, Cerbosedativa tableto.等々。猶 

藥名のみならずその藥品の處方はすべてエス 

語のみで示されてゐる。

Gauntlett氏學會を訪問

H本エス運動j史の第一頁に金文字で書かれ 

ていゝガンドレット氏は去る9丿J末大崎評 

議員のきもいŬで學會を訪問された。旣に永 

く 口本のエス運動に沒交涉ではあったがエス 

語でばかり語られた。いろいろ昔の芋をうか 

がったが昔の事については十分の記憶がない 

斤かたられた。學會・の近所へ來る機會がある 

から時々よってみようといふお話でもった。 

Enciklopedio de Esp.二卷を買ってゆかれた〇 

十分エス語に對する熱を藏してをられるのを 

みて敬服した。

討議した。（司會者多羅用氏報う。

Ligo de Esperantaj Kunsidoj en Tokio 
月 カンダ•クンシード 19時一21時〇省・線 
水道橋驛下車ヽ東京齒科翳班前、愛光舍喫 

茶部階上（責任者松本）。

火 池袋クンシード19時一 21時。舊市內側 

明治製菜三階（責任者間宮）。

水學會例會18時一 20時講義。20時より 

雜谈。本鄕元町一丁目十三日本エスペラン 

ト學窃（責任者高橋一）。

木ノーヴ门クンシード19琲一22時、四谷 

新宿二丁目京王竈車前市電下車、新宿白十 

字階下（責任者荻元）。

金 武藏野クンシード19時より吉群寺驛前 

父堂朝日庵の二階C責任者和川）。

土 クララ•ロンド 14.30時一16時赤坂區 

屮ノ町十五、井川千枝方C電話请山5670）, 
（責任帝栗山）。

アルチェンタ・クンシード19一畤21時
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銀座二丁目明治製菓二階東端（責任者多羅 

尾） ：・し ，■■' -ゝ・.

★東京藥學エスペランチスト懇談魁 三年振 

りにて?月8 H19時より新宿白十時に於 

て開く。晚餐後三雲氏開會に次ぎ藥業各新聞 

社代表山口、前田、石谷三氏の挨拶ヽ岡本氏 

乙漫談、山m、福富、倉地氏鱗の挨拶あり。 

次に名古屋大命の藥學分科會に提出すべき議 

題を討議してゝFarmacia Krestomatioの原 

稿を沓促する件及び藥學エスペランチストの 

聯盟を組織する件を決定。代表者として福富 

氏を推す。尙本會常任幹事として福富、田端 

兩氏、次囘開催幹事として山田（貞）、右近氏 

が選ばれた。22時田畑氏閉仔を宣す。本會に 

對する通信は常任幹事福富義雄氏（本鄕區神 

明町39）宛にせられたし。

★束洋文史硏究所（SOK）10月6日午後7 
畤よリ事務所に於て次の通り在京委員會•を開 

催した。1）事業報吿（創立當初より現在ま 

での入會者、讃辭ヽ來翰等の紹介）。2）新 

たに下記三氏を所員に推薦（四U市:福田正 

男、宮崎:山下イワオ、謙倉:田中政夫;）。

3）連絡宣傅機關として隔月に小報を發行す 

ること（會員以外の希望者にも郵券2錢対入 

巾込めば無代配布）。4）懸賞論文徘査に關す 

る件（論題に戏きを置き行文を從とする。應 

募者は主題を至急呈出する事）。

★Luma Rondo----- 10月12日观小垣虎兒郞

氏の a Pri mia esperantista vivo n について 

の話あり。興味深いものであった。ついで廣 

東から來てゐる冋志李慈氏の廣東のエス運動 

の紹介等あり愉快であった。

LUMA RONDO11月例會——11刀9日く第二 

土曜）晚7時。スルガ臺國民中學會筋向、寳 

亭。久保貞次郞氏:米國におけるエス運動。

濱橫
★横濱エス盒---- Verda Jupitero
每木曜19時により有隣堂にて◊

9月5日ロ由會話、名古屋に於ける第23囘 

日本エス大會への滲加者に協會より補助金交

付に就ての相談をなす。山席11名。〇9月

12日ロ由會話・名古屋の大令へは杉山氏を協

會代表として送ることに決定。同氏並に犬命 

窖加者の村上孃へ補助金を交付することに決 

す。出席者9名。〇9 JJ19 ロ、【和文エス 

譯汇就て」倉地治夫氏。エスペラント誌上に 

於て和文エス譯AHを擔當されて氣のつかれた 

ことを種々御注意ドさる。鶴見在住の同氏が 

今後橫濱エス協會々員としてJEAのために 

御盡力下さることになったのは喜ばしい。同 

氏とおなじく芝浦製作所へ勤務されてゐる方 

數名申席さる。出席者22名。◊ 9月26 LI 
「E・Ĉefecのヾortfhnuloを讀みて」岩山明正 

氏。尙第23囘エス大會JEA代表者杉山幹三 

氏の詳細を極めた大會出席報吿あり、一同さ 

ながら大會へ參加してゐるかの如き感あり、 

此日佐々城祐氏、安村和雄氏と共に出席さる 

出席者16名。〇10月3日足立氏を中心 

とする文法上の質疑應答の會・出席者10名。 

★速水信宗氏歡迎會ーー震災前の橫濱のエス 

界のために多年御盡力下さった方で尙現在も 

顧問として每月姜くしい機關紙の表紙を御寄 

贈下さる速水信宗氏が法がのため久留米から 

上京されたのを機會に9月30日夜、山下町 

安樂園で歡迎映餐會を開いた。出席者14名 

で佐々城、間、小坂氏尊漬のエス界とは關係 

の深い方々も出席され、速水氏を圍んで昔話 

に花を咲かせたC寫眞參照）。尙JEAから 

は記念として Majstroのreliefoを贈った。 

★YMCA-Esp-Grupo 每週火曜H19時上リ 

21時までクラブ室にて。

★ ロンド・アミキーノ——村上氏宅（山王寮 

內）にてヽ研究輪讀倉每金曜门12時より19 
時まで。

★神奈川ロンド解散一昭和7年10月以來 

平川町保坂氏宅で每適硏究會を開き獨口の存 

在として知られた神奈川ロンドも最近に至っ 

ては初期の目的を果した觀があり、加ふるに 

會貝の轉住等があって遂に3週年を迎へて解 

散せらるゝことゝなった。然し一部の有志が 

藤棚水谷氏宅にて之に代る新口ンドを作って 

新人の養成に務めてゐる。

/.r 点 ★仙臺エス塾——◊村上澤子・阿 
仙 至部幸兩嬢歡迎會。8月22ロ〔木） 

19時より「I進堂にて開催。兩孃のsalutoの 

後阿部孃紹介の五十总氏のsalutoを庄司孃 

代讀・紹いて學估の夏季大學へ參加された村 

上孃よリ中垣氏の飜譯論を拜聽、菊澤氏の 

proponoで各□自己紹介、前H!氏のvortludo 
あり11時半散會。11名出席。09月5日 

例會。鈴木氏司令。眞壁良治氏の西藏語の話 

があり後、國字問題の座談會と化す。猪川氏 

も放送局當爭者の一人として國字問題の僻決 

を說かる。郡山の澤栗虫雄氏出席さる。11時 

散會、9名出席〇 〇9月19日淸信重氏、山本 

耕一氏・小岩直樹氏等初めて出席され、京都の 

小原氏も顏を出されて“Tempe”の宜傅を 

なさる〇 各自 paroladeto の後!ibera babilado. 
12名出席。◊10月3 口最近は地方の同志 

の來訪が多い。今日も亦京都ろ杜田碩悅氏御
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川席され、京都のエス運動に就て語られた。 

淸氏よリ國際通信、澤栗氏よŭFervoja va
gono の話を聽き、1!峙敢會。1〇名出席。

最近此の會合は鈴木氏の御努力で、開閉會 

の時間がakurataになり、氣持のよい集ひに 

なった。九刀末東北大法文學部の淸氏、國際 

通信で蒐められた繪葉書切手類の展示會を開 

かれ、同志5、6名をえて初講中。

血币加岡エス觀一①丿J 2° H初 

血何等身究會、出席3名。用書15頁 

まで。仙直のミU氏から新人へkorespondo 
來る。〇8月27 ロ初硏3名。大部分實力が 

っいて來た。仙臺への返事を書いて來た。尙 

書籍瞬入活潑なり。◊ 8 H 28「|第109囘例 

會。出席3名、出席率甚だ惡し、スラブ編ち輪 

講を開始した。〇9丿）3||初硏。出席3名、用 

書興乃乘るまゝに22頁までやる。鬼に角出 

席を續ける人はどんどん進步する。〇9月4 
II例會。出席2名、佐藤氏は上京叭小原氏 

は不幸の爲なれ共余りのがに今後の事につき 

協議す。◊ 9乃10ロ初硏、出席3名用書 

全部を糸冬る。〇9 J1U日例會。出席3名、 

スラブ編 Du herbejojを:輪講して終る。〇9 
n17日初研、出席3名、雜誌週間で學會よ 

り寄贈されたエスペラント誌を山心に硏究、 

新人も購讀する歩になり每"一同エスペシン 

ト誌の硏究をなす审になる。◊ 9月18 "例 

會ゝ本年のH本犬讨へ祝電レリエーフォを送 

る爭を決す。<>9 ）119日瀨川氏突然感岡を 

去る。MERは復々協働占を失った。

I、 ★學會より發冇の「中漳學校英語
小 片辱科問題とエス」のパンフレットを 

市敎育課授、各中僚學校長、英語科敎箴、市 

視學、新聞社その他文化團體30へ端出仁一 

氏よリ寄贈の上その批判を乞ふた〇最近北海 

道における中等校英話が驢意科になった矢先 

とて相當の反響があるだらう。

第四囘北海逍エス大會記念寫眞C9月號268 
頁揭載）說明ーー右より〔前列〕塚旧、中村、 

池田ヽ大穀、三心、松下、菊地ヽ相澤、L第二 

列〕長谷川、佐藤〔松男人营原、紺野、黑澤、 

堀中勝野、堀中彌生、福田、濱中、〔第三列〕 

川原川、確本、井關、岡讯、沼田、武⑴、佐 

麓（徳治）、〔第四列〕佐藤正、鷹谷、划中、岡 

,田代、三崎.鈴木、江口の諸氏諸孃。

创ヒ 冲 ★帶廣エス翕 8 ）115 ［|よリ 
/ftr 加1每遍月、木夏季初等講習開催、新 

人約十名を得た。9月19日で一先づ講習終 

了。後中等部と合同の豫定。屮等部は毎週金 

曜H塚田會長宅で研究中。用書カルロをおへ 

文藝讀本スラヴ篇研究。目下會貝中等部8名。 

初等部約15名。（沼田氏報）。

H 沪★札惧エス會一〇8月25日事 
个し 卩光 務所を南五條西13 丁目へ移轉。

〇9 ）j10日帶廣エス會よりII本大會出席者 

への補助金5冏を送金してきた。こゝに感謝 

の意を表します。木村ゝ浪越兩氏豐平館に永 

时秀次郎氏を訪問。〇9丿］11IIグランドホ 

テル和澤氏永田秀次郞氏を訪問。エス語エス 

運動につきお話をきく。「中等學校」バンフレ 

ットを呈1:〇 ◊本逍より日本大命へは相澤、 

福出の兩氏のみ出席。◊相澤氏は9月2011 
束京一泊、22 II•名古屋着。犬會出席後24H 
岐阜市に元會員渥美氏を訪問25日富山に渡 

部隆志氏を訪間して歸道。27 U函館にて吉 

山榮氏と面會共に來年度大僉につき相談。◊ 

◊10 ）J 5 FI助治製菓にて茶話令。相澤氏よ 

リ□本大會につき報吿。來年度大會につき協 

議。偶々苫小牧よりの岡垣氏も列席された。 

◊10 /J 7 ||鐵道の三崎劭市氏室蘭市へ轉任 

されることゝなったので千秋庵にて送別會を 

催す。同氏の轉任は我々に大きな打擊である。 

◊10 ）｝15 H—23 Hよりの講習のため會員 

總動員にて努力屮。

十［竹★苫小牧エスペラント會一〇8 

占ハ仪月3 R帶廣市に開催された第4囘 

北海道エス大會に當會より鈴木、川原山、岡 

垣の3 ・名參加す。【可大會め踊途岡垣小樽の略 

HI氏と同道志文に岡本氏を訪ね更に札幌鐵道 

エス會を訪ねる〇。29日18時よŬ第4囘 

例會を岡垣宅に開催、折からの豪雨に出席者 

の足を阻まれ出席者僅かに4名。然し流會と 

せず下記の項目に就き協議をとげた。ゝ 富 

山渡部氏より寄贈の綠星旗に對し一同の旳ト 

skriboを以て感謝狀を送る件。B・名古屋に 

於ける第23囘□本大會宛祝電を送る件。C・ 
次囘本道に招待するべき第24囘日本大會に 

對しての對策樹立。〇 9 JJ 2 II工業學校內 

に生徒のエス語學習に關し物議をかもしつつ 
ありとの報に接し臨時例會を開き對・策を施議 

す。◊10门18峙より田中氏宅に於て第1 
囘會話會開催。出席者5名。20時初めての 

試みとしてはとも角成功裡に終了。◊15日 

工業生エス語學習問題の好轉解決の端緖を得 

べく工業敎敲野町氏の私宅を鈴木、岡垣の兩 

名訪問種々懇談するところあった。尙野町氏 

の御盡力により學校側の反對意見に對し夫々 

折衝了解を得.次囘潘習日より氏も共に出席 

硏究を約され本間題も一段落をとげる。29日 
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Or炉no發行、30 □發送。〇10月5 I【岡垣 

私用にて札幌におもむき、偶々相澤氏の大會 

報吿並に同市に招待決定の次囘日本大會第1 
囘協議會に出席の好機を得、糧々協議をとげ 

た。C岡垣氏報）。

，ヽ•［ ★富山エス倉——次の如く10月
胡 1 1上り新しく陣容をとゝのへたC會 

長平岡伴一氏（富山高校敎授'）、幹事大塚〔高 

岡銀行）、余川C中越無肅）、馬場（郵便局）、 

社浦（富山師範）、原C報知支局）、渡部（富 

山工幣）の諸氏。金曜丨|タの定例會は渡部氏 

宅。出席6 8名。シェクスピアを來月屮に讀

了の豫定。事務所は禰宅町18渡部隆志氏方。 

★富山工業學校でのエス講習は無期延期のや 

むなき来情になった。 ・

★ メソヂスト敎會主催エス満暫--- 1° JHFI
開講。受講15名。（中s-inoj 3名）。每週月・ 

木タ7時より。講師渡邊氏。每囘富山エス會 

より數名の應援あり。盛會。

へ许★金溪エスペラント會——◊中等 

筮代部例會・每木曜19時より21時 

會場石浦町石川貯蓄銀行。例會口は會埸前に 

大きな看板を出す。8 ；115 H夏休みにて學 

生歸省のための出席率稍惡し。放送局岩崎ア 

ナウンサー初出席〇 F razforniadoを行った〇 

7名〇 221|七尾エス會のagema batalanto松 

任氏來澤出席さる。maloftulojが多く出席10 
名〇 29日豪雨Qため出席僅か4名。コロンビ 

ヤ發賣のエスレコードを聞く 〇 9月5日5塔〇 

12【18名。金澤醫大武IH氏滿鮮視察旅行よリ 

歸られて初めて出席。珍しいfotografaĵojを 
多數持參・营野氏を小心にエス誌理諭をtemo 
として盛んに論ずる。淸水氏以ドエス話反對 

者の位就に立って見ての怠見頗る傾聽に値す 

散會後-同仲秋の明月の光の下に兼六公園散 

步diskutoに花が咲く。出席者8名。長谷川 

氏久し振りの出席。19 II 8名、宮保氏久し 

振に山席。26 ||15名、色々珍しい顏麗が見 

えた。大窃出席者の報吿談あるはづの所由比 

菅野廁氏とも所要缺席。武口】氏に滿鮮旅行談 

をおねがひする。10 JJ 3 U10名。1〇 JJ U 
日、木口北陸聊盟direktoro岩川宗一郞氏來 

澤13名出席、岩円氏を中心に協議歡談した。 

散會後tetrinkejo不二やにてbabilado.並に 

秋期満習會につき話す。日本一のpropagand
isto として自他共に許す坪田氏は先に報導し 

たる如く知名の士を訪問してエスに對する印 

0を聞き或は之と議論を鬪しはしなどして人 

いに宣傳に努めて居かるが9 ）］16 H金澤聯 

隊司令官金子大佐を自宅に訪問ゝそのエス語 

に對する深い理解認識とその好意を知って大 

いに喜び意を强ふした。口下非常時の嵐吹き 

すさむとはいへ匝の具眼者は吾等の運動を理 

解して居ることを知るべきである。次囘訪問 

豫定者は第九師團長及石川縣知事、尙且KEG 
宜傳部は新聞社との緊密な關係を保つ樣努力 

して居る。

★Virina Rondo——每丿J曜金澤放送局にて19 
時より21時由比氏指導。8月12「［近藤、 

川中、宮岡、大谷、松田のkvin fraŭlinoj及 

由比氏〇legado後frazformadoを行ふ〇19 
【【宮岡、大谷、近藤、田中のfraŭlinoj及山 

比氏。!egadoの後E. L.の和文エス課練習 

次囘のため宿題を出す。26日近藤、田屮の二 

孃及由比氏。9月2 FJ近藤、川中の二孃及由 

比氏。9日出席3名。16日近藤:田中、宮 

岡の三嬢、由比氏のdemando, Cu vi scias, 
kiam Esp. aperis ?にって會・話練習、後フラ 

ンス編legado. 23日近藤.田中の二孃\（Iro 
poŝtmarko代講フランス編輪讀。营野氏大會 

のimpresoを語る。松「口氏を加へて5人。

★金潭替大エスペラント會——金澤醫人では 

松葉、屮上、武⑴、窩橋の諸氏が屮心となっ 

てエス語普及に努力を續けて來たが新學期に 

なり今長に塚本博士顧問に泉博士を戴きエス 

ペラント會'組織の正式認可が下りたので新秋 

より大Ĵ的活動を起すことゝなり、io mn 
に講演命を行ひ講習會開那の豫定である。通 

信は醫大藥局塚本赳:夫博士あて送られたし。

★9« 20日午後5时:20分よりJKより金澤支 

部代表者塚本博じの講演-放送が疔はれた。演 

題「先人の偉業をた人えて」sciencistoj逹の 

大きな菜跡をたゝえ言語的!ian（likajx）Kよる 

苦心をのべられエス語の必要を力说された。

,j I ★七尾エスペラント會 7月31 
L ノを日m中、渡漫•松任の三人納凉祭 

のため新顏見えず、8 ）］ 7 n仍藤、岡部、 

田屮姉妹、松任の五人に七尾來遊の高岡エス 

命的尼芳風氏の六人ゝ角星氏を中心に綠め花 
を咲かす。8 n14ロ新淡見えず。21ri HI 
中、岡部ヽ松任質疑應答を行ふ。9 ）J 4ロ伊 

藤、旧か、松任エス文朗讀和譯、II本大會參 

加力件につき協議したが未定、次囘よりZ讀 

本輪讚に決定。!!日近岡、鹽崎、伊藤、田 

中、松任の5人エス語のdiskoをきく、乃讀 

木未着にてエス文朗讀和譯。9 Jj18 U 9 JJ 
251［新顔見えず、松任氏及山屮孃のみ。

ター［.厂 ★名古屋エス會——09月10日 
"Li良 夜白木氏方で輪讀僉、出席6名。◊ 

9 jj u n19時3〇分より同じく 口木氏力
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で二水會C會話練習）を持つ、出席者は竹中・ 

上必ヽ木村・田中、中井ゝ渡邊（時）、口木、谷 

村、內藤の9名、感澤、小坂兩氏のdiskoを 

聽く。◊ 9月17ĥ夜白木氏方で輪讀會、用 

書はスラヴ篇、出席6名。〇9 Jj18 Uブ 

ルテーノ “〇“ Delfeno"第25號發行。◊ 

9 ）］ 22-24 日第 23 囘大會。〇1〇 ;11 H 
夜輪讀會スラブ篇Paska Noktoの章を了え 

る。出席4名。尙今後Kantoの練習を併て 

行ふことにし、此の口はKanto de Studentoj 
を習った。〇1〇 H 8日夜輪讀會4名田席。 

◊◊豫吿N. E. S.總會は11月初句。遠足 

會は中旬の豫定。◊輪讀會と歌の練習命は每 

週火嚥の夜、中區鐵砲町2 丁目白木氏方。

◊大會記念繪葉書C6枚1組15錢）大會記 

念封・緘紙C20枚5錢）殘部あり・希望者は 

名古屋市外西枇杷島町十軒裹28竹中治助宛 

御申込み下さい。（2錢切手代用可）。

★ルーマ•クンシード 大會を機會に思ひ 

きったpropagandoに着手〇成功と否とに拘 

らず一般穴衆に印象づけることが出來る樣努 

力。¢9月13 H7名。京都山田克夫氏出席。 

マヨール氏も川席。◊ 22 ロ犬會へ14名出 

席。023 H當命尾崎氏の努力によってできた 

Kristana Fakkunsidoに我會より川村、尾崎、 

伊藤C太）、伊藤C虔人戶H!、林の6名出席。 

〇 23 □晩京都より來られた川村淸治郞氏と 

河合直次郞氏の歡迎の會合を陸ビルー階喫茶 

室にもつ。伊藤（虔）氏司會。15 •名出席。23 
時盛會裡に散會。〇24 □大會ekskursoへは 

13名出席。◊ 27 n 8名。〇10月1日瀨戶 

の伊藤氏來名9名。口秋季ekskurso.瀨 

戶より品野へむかふ、出席者 伊藤C虔）、池田、 

黑田、林（健）、長谷川、岡本、高橋、岩・瀨、 

上島、伊藤（太）、林C-）、竹中、加藤、澤 

の諸氏諸孃15名。陶器工場見學。古瀨戶の 

歷史、公園、岩屋洞ヽ品野の山谷等見學。大 

瀨戶新聞に我々の瀨戶見學の報導が出た。

廿★四日市エス會一9月2°口大 
い」1・小阪の同志佐々木祐正氏罚問さる。 

大阪方而の運動についてきく。〇9 ）J 22 II 
福田.吉岡兩氏大會へ參加。夜Major氏訪 

問珍しいお話をきき御馳走になった。n 
28日會話の練習。後、初等講習開催につき協 

議。〇10 n12 H初等講習を開く。每週火、 

土の二日、講習生5名。會場福田氏宅、講師 

吉岡氏。2ヶ月間の豫定。

亠 来.,資京都エス聯盟——〇9JJ pikniko 
力'刊）9 n 8 n 8時二條驛集合。12名。

龜岡より淸洌なる保津ら流に沿って下る。殘 

暑にもめげず一同元氣。落合で中食。淸瀧の 

淸流に憩ひ。15時嵐山で解散。大多數のもの 

嵐山へ第二次piknikoをなす。◊第1囘總 

會及丿1例會--- 9月15日大會を前にひかへ

甦生の确盟は祗園石段下フルーツ・パーラー 

八百文で第1囘總、會をもった。26名出席。 

prof本野、湯淺、近藤・屮原の諸氏。免岡 

より酒井氏・大津より中野氏、名古屋より河 

合氏出席ちり、近來稀にみる盛會。鹿野氏司 

會〇 prezidanto近藤氏新聯盟成立の經過報吿〇 

機關誌部松林氏。询計部赤田氏。Pikniko係 

杉村孃。例會係鹿野氏。臨時催係昔蔗氏等よ 

リ報吿。大會に演ずるエス劇につき會場の都 

合で中止するの止むなきにいたった事情を松 

林氏よリ說明。大會への代表者選定の件。大 

會行 Karavano組織の件。總會を終って月 

例會にうつる〇近窿氏の"Pri Enciklopedio 
deEsp. ”について話をきく。續いて西村氏 

より9月piknikoの報吿。最後に本野氏より 

聯盟への寄附金をうけた。22時散會。◊ 9 
月22 □名古屋大會へ14名參加。〇9月28 
口京城へ御轉任の伊藤潤二氏を見送る、8名。 

¢>10 JJ 5 口事務所に委員倉をもつ。機關誌 

編輯につき協議。〇10月6 ロ!0月のpik
niko. 8時三條京津電車停留所に集合。湖南 

アルフ・ス征服にむかふ。福引で赤田氏一等、 

尖戶氏二等で大よろこび。石山で人津の同志 

3令參加。秋ふかき琵琶の風景を賞し南鄕よ 

リ太神にむかふ19時京都へ歸る。

★Somera Domo----- 丹後由良にて開催。山田

渡邊兩氏で? n17 Hより宿泊。7月20日 

甘蔗氏こられ一泊。10日ほどして赤田氏の 

訪問。8月23 ロ ーケ月半ぶりにDomoを 

閉鎖。我々は海水浴中古い同志同志肚大學敎 

授佐藤義雄氏にあひ由良の海邊でエス歷史變 

遷等についてきくことができゆかいだった。 

別揭寫眞は8月6 ロ天の橋立へビクニーコ 

せし時成相山にてとったもの。

r. rrr; ★大阪エス會豫告一口月3 H 
入 I以 奈良へ遠足、9時上六大軌集合、京 

阪神其他同志の參加歡迎、19日C第三火曜II） 
平野町“La Trapezo n IZて會•話會:其他每 

火曜日午後711$より天六北市民館にて例會。 

★新星會一月例會每卩20 ロ樱橋を園フル 

ーツ・パーラー 2階にて19時よりエス語會 

話を主としての集り。每會出席者15:名內外。 

新顔歡迎。

★エスペランタ•ロンド・Papago——主催にて 

エスペラント讀書會を來る11月22日（金） 
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午後?時逍頓堀辨天座前、パーザート喫茶店 

階上にてもちます。多數同志の參加をのぞむ。 

★旣報祿洲の同志 Arthur W. Peacock氏は 

我がエス語に對して老ひたリと雖も大の讃萸 

者の一人でありますc日本話も業務の暇々に 

レコード、雜誌等で熟心に學んで居り話すこ 

とも書くことも可成上手になって居ります。

II曜Hの暇な氏は公園のベンチに小さな綠星 

旗を垂れ掛けて讚書に耽けり學生等が珍らし 

く英話で話しかけると愛想よく質問に應じ綠 

星旗の意味からエス語の宜傅をやってゐる。

辻利助氏の計
大阪における古い同志で

UEAの終身會員でちり

古くから大阪のdelegitoをやってゐた辻利助 

氏は三年前から病床に就かれてゐたが去る9 
月29日午前4時不覘の客となられた。こゝ 

に謹んで哀悼の意を表します。同氏は近年工 

ス運動から遠ざかってをられたQで同志とし 

ての交友も少くエスペランチストで同氏の死 

を知ったものは殆んどなかった位でした。（兒 

島氏より報知人

冲 p ★廣島エス會ーー◊豫吿:例會每 
尿ĥ月2囘1日15日、高橋博士宅 

用書なし。會話練習會。每月6囘2と7の 

日高橋氏宅。用書久保氏會話。◊ 9月15日 

例會。13 口の中阈新聞、15 ロの藝備日々に 

載ってゐた如く今囘特に市屮の繁華街本通の 

金正堂書店の新設された喫茶食堂部の三階に 

て6時半開角、會費50錢出席者吳から遠來 

の矢野、村上、應和の三氏、電話局交換課長 

宗像氏、廣島へ轉勤された黑田氏、新聞廣吿 

で知って參加された大畠、佐々木、加藤三氏. 

文理大小林敎授.他に常連は高橋.野村、瀨 

尾■吉用、奧村、合計十四人の盛命。しかも 

一同仲々活氣をもって會談し、約一時間も盛 

んにエス認會話が交はされたのは今迄にない 

嬉しい事であった。會食後7時45分から自 

已紹介兼感想發表などを頫にやる。これも仲 

々繁昌する。最後に奧村氏が會誌、宮島案內 

記、正月迄の會合について又種々の希望をの・ 

ベ9時45分閉會。〇9 JJ18日R. 〇・特 

輯別刷を市内七校へ送付。の矽日佐々木、加 

藤、奥村、高橋ゝ會話練習會の申合せをする。 

021【1人畠、奧村、初等の會の巾會をなす。 

◊ 22 口僉話練習會・佐々木.加藤、奧村出 

席。〇24ロ初辱の會奧村出席。〇27【1會話 

練習會。佐々木、加蔽.奧村■前W、野村、瀨 

尾、髙橋出席。〇1〇 n!日例會。大畠、奧 

村、黑山、小林、瀨尾、野村,高橋、Sakoi 
出席。黑田氏名古屋大會の土送話。高橋博士 

Kanto de Migrado指導練習。支那で出版さ 

れた月刊"Insekto Interesa "披露〇 ◊ 2 || 
會話練習會。前田、佐々木、奧村出席。◊ 6 
口吳エス會發會式に本會より高橋博士、奧 

村ヽ瀨尾三人出席すc仲々の盛會であった。歸 

途宗像氏と同車す。◊ 7日星影第4號發送 

終了。會話練習會。佐々木、加藤.奧村、野 

村出席。◊ 9日初等の會、大畠、奧村出席。 

◊12日會話練習會。佐々木、加藤、奧村、野 

村出席。014【1初等の會。大畠・奧村出席。 

厂 ★吳エスペラント愈CKES）創立—— 
央 10月6 ロ19時より東畑町1のM務所 

にて開催。會員io名廣岛エス會より高橋博 

士、奧村、瀨尾三氏來賓として出席。Espero 
合唱。司會者村上氏開會の辭。山本氏議授に 

就任。山本議長は創立委員によって作製され 

た會則を附議し滿場異議なく可決。ついで役 

員の選擧。役員として幹事長矢野泰（例會、 
會計;）、幹が村上芳樹（例會ヽ日誌）、山本堆 

敎（講習、企劃）、福山亮（通信.企劃）、近 

藤正二（總•會、遠足その他）の諸氏をあぐ。

同時に顧問として普及會の出口宇知曆、西村 

光月、高橋讓博止の三氏をおす。ついで矢野 

氏より就任の挨拶。高稿博士の祝辭。學會普 

及會等の祝辭代讀。ついで茶話會。隱し藝績 

Hlo 22時閉會。今後吳エス會は普及會吳支部 

と提携して每週土日兩日例會を開き會話輪讀 

をなす外春季初等講習をひらく豫定。猶エス 

普及會吳支部は山本雄敎氏宅にあります。

・ハ !★松山高等學校エスペラント展覽 
也 ,1會一去る10 JJ12日、13口の 

兩□松山高等學校は三光寮記念祭に當り・北 

寮ピンポン室に於いてエスペラント展を開い 

た。松高エス會は大正12年五月石黑修氏を 

むかへて講習會を開き、中々益んであったが 

中口覺氏が大阪に去られて以來下火となって 

居た。が1934年4月時のL・B. 3. Sibata- 
Yosiit!君の努力により再建され、山村敬一敎 

授の御指導の下に一年半硏究を內韶でして來 

たのである。本年8月展覽會を開く目論見を 

立て.學會村上氏及び松高5年村上君、熊本 

エス會から材料を御かりして展覽會を開いて 

今まで內に積んで來た硏究を以って外部に働 

きかけたのであった。展覽會め□程前學會の 

“中學校英語科問題とエスペラント”を山内 

男女中等學校英語科の主任に配った。展覽會 

當口は學會のパンフレット1000部とこれと 

同じもので松山で作ったもの4500部合せて 

5500部を見物人に配った。豫想外に成功しゝ 

力・ゼン人氣を集め捷徑18部.新撰エス和14
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部を賣った。又女子師範と松山高商にエスペ 

ラント會を作らんとする機運を作った。He
roldo を取りたいと申し出る者1人.入會者 

數人以上に上った。展覽會當ロは村上氏及び 

松本千糾氏山村先生のレコードを嗚らして大 

へんきき忖が多かった〇 Espero, rI agigoを聞 

いて皆 Esperanto の muzika bonsono をた 

たへた。此處に材料を貸してドさった方々及 

び展覽會をekonomie kaj spiriteに助けて下 

さった山村、鍵谷、北川の三敎授及び會員諸 

兄に厚く御禮巾し上げます。

门川武田正雄氏の計——大正14年以 
ノ 人 來熱心なるエスペランチストとし 

て、北九州エス界に奮闘したる同志、武山正 

雄君は去る8 JJ 9日午前1時、旅行先福岡 

縣築上郡宇ノ必町に於て突如發病し胃潰瘍に 

て死去せらる。同君は八幡製鐵所ゾリキ工場 

の創設に技術貝として竭す所大であった。現 

在では中板工場の中堅職員として聲望を擔っ 

てゐた。本#三十二歳、遺兒二男あり、長子 

はヒ月生で（julio）由利雄と名付けてゐる位 

の熱心な同志であった。峯「•夫人も同志とし 

て會員に列せられてゐたので、礒部幸一敎授 

と私が斡旋して綠の結婚式を擧げたのであっ 

た。同君は日本大會には、東京、大阪、福岡 

の三大會に出席してゐる。九州大會には時間 

の許す限り出席してゐた。最近は獨逸語の研 

究C事業上の必要）をしており、九H朝最後 

の決別の參堂した時ゝ机上に獨エス辭典が主 

人を待ってゐるかのやうであった。二兒（五 

诜と當歳;）を抱いて、けなげに社會に立つ未 

亡人に・同吉として媒介者として深甚の同怙: 

を感ずるものである。遗族は八幡が枝光犬川 

町三丁目（武山峯子）に現住してゐる。（林道 

治氏報）。.

作マ4 ★宮崎エスペラント曲一◊初筝 
ドゝ 炯講習はEzopoを終ったので俳會

員に合流Fabeloj de Andersen IIを研究の豫 

定だったが用書不足の爲、ザメンホフ讀本を 

使ひ舊會員が輪番指淳に當ることになった。 

◊ザ祭が近付いたので此Q機會を便宜に利用 

すべくザ祭の街頭進出等に關し計畫をすゝめ 

て居る。

十沛★大建エスペラント會——會合場 
入出所に惱んでゐた大連エス會は去る 

七〃當地に於ける最も熱心なる同志アリマ・ 

ヨシハル氏の羅津轉勤により致命的打擊を受 

けま糜沈滞してゐたが薩摩町浜葉學院の好意 

によリ同所に於て每週火曜H午後4時半より 

硏究會再會に決定し15日に第1囘兪合を催 

した〇用書は"Georgo Dandin "多數同志の 

參加を熱望する。尙事務所を大連市平和毫73 
の10北屋虎男方へS? くことにした。

新聞雜誌ピエス

★名古用新聞（9JJ 7日）エス語天會（感 

想随筆'）——前編傅:g柴田義勝氏。

★東京日々新聞C9月13日北海道■樺太版） 

----綠の星のドエスペラントの世界は伸びゆ 

く （帶廣エス會の模樣紹介の記事寫眞入りで 

大きく;）。

★名古屋佛敎靑年C9月11ロ）一愛と正灘の 

綠星の下に全"本エス語大會く普及講演會友 

佛敎分科會等に就ても紹介の三段ぬき記事）。 

★北海タイムス（9丿J16—17日）——エスペ 

ラントの聖書——三宅正太郎氏。

★大瀨戸 <1〇月6日）——エスペラント研究 

團今日瀨戶を視察（記事人

◊滿洲『I々新聞（10 J15日 ーエス語と佛 

語の滿洲旅厅菜Ĝ記事）。

★會津新聞C9 ）] 27、28 R10月5ヽ6日） 

ーー露木氏の日本神話硏究——五十嵐正己氏 

★滿洲!!々新聞C9 〇 6 II）——誇りと恥辱 

く投書欄〕——錦縣Imosato氏。

★同く9刀14 ロ）——研究發表用語——橫氏。 

★同（9 J]19日）一英語集拜者に——南氏。 

★同（9月20日）一》!｝譯は此方持 一Imosato 
氏。

★同C9JJ2!ロ）——流線型言語ーー日本人。 

★同（9 fj 29!〇——對等であれーアリマ・ 

ヨシハル氏。

★血液型硏究ー 一 しa Studo de Sanga Tipo な 

るエス語のsubtitoloあり〇

★ メヂ'チンーーエス欄が設けられた。地方會 

乂は醫師は二錢切手封入申込めば送ってくれ 

る。發行所は束京市木鄕區龜岡町吐鳳堂書店。 

★カメラ•レポート——去る九月號からKa
mera Raportoといふ大きなエス語書きの表 

題が圖案化されて人ってゐる。C發右所は東京 

市四谷區傳馬町3の22無三四堂四谷支店）

★ H本消費組合新聞 Japana Konsumkoo- 
perativa Revuoなるエス文のsubtitoloあり〇 

猶9 JJ15日發行の第10孤には相坂佶氏が 

エス語から重譯した「綱を切った牝山羊」と 

いふ寓話が揭載されてゐる。（原文はドーデー 

のスゲ ン の牝山羊佛文）。

★新興生活（創刊號;）——Nova Vivoなる工 

ス語subtitoloが入ってゐる〇 く發疔所は東京 

麴町丸の内佐藪新興生活館）。
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★ ローマ字の日本CIO月號;）ーーR. 〇.特弭 

號についてふれてゐる〇戈ローマ字だよリの 

欄にはローマ字仲間とエスペランチストの步 

みよリについて書いてゐる。

★無風帶----エス脚あり。6號にはabnegacio
（Kropotkin）の對譯あリ〇

★國語硏究——表紙裏にエス語でEnhavoが 

書かれてゐる。C發行所は仙臺市大窘谷地87 
國語學研究會）。

★醫界之進步——表紙にエス式ローマ字でLa 
Ikai no Sim poといふsubtitoloがついてゐる〇

★ ロシャ語——ドレーゼンのロシャ語エス語
對譯の Problemoj de lnternacia Lingvo の 

ロシャ語の部分が日本語對課でI發展の現段 
階における國際語の諸問題」の題で連載され 

てゐる。 , 他

★文學案內ーー貴司山治氏主宰の同誌は創刊 

號以來"La Gvidanto Literatura ''なるエス 

語subtitoloをつけてゐる〇

★國際佛敎通報C第五號'）——Literaturo pri 
Budaismo en Esp. （II） 一 Rondeto de Buda
isma Kulturo.
★阈際佛敎通報第六號——Starigo de Buda
isma Sociologio---- 淺野硏眞氏〇

★國際佛敎通報（第七號）--- Kio estas Iĥida-
iama Socilogio ?---- 淺野研眞氏〇

★國際佛敎通報（第八號）ーーかobjekto kaj 
metodo de Budaisma Sociologio-----淺野硏眞

氏。

★生活學校一s Vivada Lernejo なるエス 

語のsubtitoloあり。（東京市豐島區長崎東町 

扶桑閣發行）。

地方會機關誌その他

★El Sudo （窩知）4號〇----エスペラント語

源考（蘆田〕。Pri koncipiĝ-periodo C井澤）。 

Poemoj〔松本）〇

★La Vinberbranĉo （クリスト敎）3 號〇----

Sangosmirita foto （I匚F・）〇無句瞑想C宇都 

宮'）。基音者エスペランチストの仕亭について 

（石賀）。Hejma pago 等。

★同。號外。大會及キリスト敎分科會報吿。

★La Norda Stelo （金澤〕〇七月號。----名士と

の會見記〇 Kanzaŭa kaj mi （ゝlacubめ〇ザメ 

ンホフ主義其他C大坪）。しeteroj. Kcnroku 
Parke （近藤）〇

★同。九月號。一我々は奇を好む者かCス 

ガノ）。接尾語umについて（松田）。Mia 
parolo en dormado （木津）〇トーキのなやみ 

C大坪；。エス發音のnuanco C淸水〕〇 Konfi
denco C荒木）等〇

★同。十月號。——新しき祖國日本（淸水）。 

Praktika uzado de Esp.飛行機の運命とエス 

語（相坂）。朝鮮民謠の譯〔金）。エス運動者 

の口記より（大坪）。身邊雜記（田畑）。滿鮮 

旅行とエス語（武田）。等。

★La vojo （熊本〕。4 號。---- Furoro de
Japanismo. Kun logilo C カ トウ）〇 Variolo 
（Tumno）.ガーラ（譯）〇 Teruraĵo ĉe la baledo. 
Nigra Nokto （Takamoto）0 ロ ーマ字欄〇 5? 〇 
★Ko/FER く郡山鐵道〕。九丿］號。——仙襪へ 

ゆくの記（.澤栗）。阈際通信を行ってC曾部）。 

感想（梅川）。この機にCこいたばし）等。

★ FERC東京鐵道）。九月號。一反省の機會。 

其他報導。

★いFervojisto C鐵道聯盟）9月號。——大會 

に對する抱負（寺田）。一人團樂をく萩谷）。 

大會を前にして雜感一束Ĉ伊藤）。ひとりごと 

（小宅）。初期のH本大會C靑木）。「I本語緇 

エス綴譯方式の試案（高橋）。他に報道。 

★基督敎エスペラントC群馬縣）1〇月號 

Salomeをよむ人のためにC根本）。しa vivo 
de nia Sinjoro （M. U.）〇惡魔惡虫。初等工

★Verda Letero10月號。文通者心理（戶山）。 

白耳義より（武旧儿エス習字。文通入門（里 

見）〇等。

★ Plinto C苫工卒業生）〇 2 號〇 Eksperimento 
pri tera ecaro C藤本）〇 li 照 C村山）〇 Antaŭen 
La Plinto （Kataliira）報道〇〔附錄〕Fakvort- 
areto de Civil-inĝcnierado Jap.-Esp・ Mezurado 
kompilita de Uatan abe.
★ MER （盛岡）9 月號。——Antaŭ 15 jaroj 
C加茂）。MERと原稿CGiganta Poto）其他 

報道。

★Verda Haveno CtK 濱）〇 !0 號〇-----Rdniazi
to Nippongo （松葉）〇 Saluto al la 23a.大會 

に參加して（杉山）等。

★La Elektrujo C電氣）3 號〇 Teoremoj pri 
alternflua cir kui taro （高岸）〇 Skizo de rektifilo 
C谷口）〇 Senfadena reto super la tuta lando. 
Novaj subteraj fervojoj aperontaj.
•,、KFER （京都鐵逍）。13號。一宣傅時代を 

過ぎたエス。紙上講座。ラ・エスペロ（坂;）。 

Antaŭsigno de pereo （國枝譯 〇

★La Grandurso C苫小牧）〇 Aŭstria regist
aro invitis （轉載）〇 Naskiĝloko de F Koro 
（岡垣）〇 Impreso de 1'Kongreso （Suzuki〕〇 

Dua Tago （川原田）》

★□ermo （五十总氏個人誌）2號。一Ama 
vivo de prajapanoj （露木）。鴉に關する口遊
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び（知里）〇 Riutoŭin k或Sirara （渡部譯）〇 

Gerrnana Mitologio （Krdbcr 譯）〇 El Cure- 
zuregusa く五十凰・）〇〔附錄〕Gramatiko de 
Ainu-Lingvo （五十嵐譯）。

★Nova Sento C新星會）。4 號。——Shu Berg- 
man （大谷）〇 しa patrino C金子）〇 しa koridoto 
de Ia tento. Por la infano （松原）。僚〇 

★Ora Delfeno C名古屋）。8-9月號一報導 

のみ。 ・• '■

★Kupolo （創刊號）。C橫濱商業卒業生エス會 

機關誌）。——GEの立場く佐久間）。吾尊の心 

を（岩山）〇 Karmemora Malsucesado C石黑）〇 

窓の內にて〇ト島'）。大聲で吱く（宮崎）。等。 

★La Paco C大谷大學）。13號。——エス禮證。 

La instruo de la Sin-Syŭ （Vera Sekto） kaj 
religia vivo Ĉ金松）〇 En la malfrua vespero 
C金松〕〇 Aŝoko, la misiista reĝo.（太宰）〇 

Vesperhore. C金松）。等。

★星影（廣島;）1〇月號——今上陛下とエス。 

ラムステッド公使の來廣（高橋謙）。エス講習 

用書について（奥村）。廣島運動資料。9月15 
□ 〇 Suseri Ilime （高橋課）〇 Stenografio CSa- 
koiĴ。日本大會に出席して（黑田;。阈際速記 

術について（花村）。ひつくりかへして（奧 

村）。しa ĉevaloj liberigitaj （永江）。等 〇 

★Majo （创刊號）C神戶市林山區笠松6 丁□ 

43-1・Maja Rondo發行、ニケ1］一囘發行）〇 

----- saluto. JELS kaj Ni. Por la Tagoj de 
Japanio. Al la kuntradukantoj de la " Krab« 
ŝipo Esp-literaturo kaj mi （米村）〇 しetero 
el Okajaina. Pri politiko kaj literaturo. Lite
ratura Servo. Morto de proleta poeto. Novaj 
proletaj romanoj. Pri la a Karbminejo u 等 〇 

★La Sankta Tilio （龍谷人學）9月號。一卷 

頭言（山本）〇 Patrino Maja （淺野）〇 しa lando 
de Hadeso C角田）〇 Tathagato Ŝakamuni （加 

藤）。Virina Korpo C早川譯）。先議人步消 

息。秋の文通。

★Forta Vcko（北陸聯卿）10月號—— Ne parolu 
Esperante C菅野）〇 Nek ne-parolu Esp.（岩 

川）。文通の思出C美那河九大會印象記（由 

比）。北陸聯盟案について（角尾）。

★ U Suno く束京スーナ）9 ）1號。ABC de 
la homa vivo C內村）。小さな悅び〇書きな 

ぐる（中島）。

★Semanto（・宮崎）〇 9-10 月號〇 pri akuŝdomo 
（露木）〇 Monto Kiriŝima CTabe）. Hiuga Ka> 
boca （中川）〇 しa lumturo de Sankta Lumo 
く河野）。外國語とエス（川崎）。中村先生を 

送る（Rido）。

★Esperanta Literaturo （1文學研究會）。18 號。 

----- Monologoj de Junaj Geesp-istoj・ La viro 
kun ruga kravato Ĉ萬澤）〇 Kun libro en 
fabriko C竹內J。飜譯技術の修得に就て（中 

a）〇エス文學の爲に（南）。大角參加記（官 

崎）。エス文學について（秋田）等。

★La Papago （Esp. Koncio Papago 機關誌） 

大阪住吉區田邊西ノ町5-45發行）。創刊號。

個人消’息
★9月10月C19 F!迄）地方の方で學會を訪 
問された方々 ’忙・观

福田仁一氏C小樽）ゝ相澤治雄氏（札幌入 

角尾芳風氏（高岡）.黑崎弘氏（宇都宮）、高橋 

一太氏C千葉縣人マヨール氏（名古屋）、松 

丸美之助、海保兩氏（千葉縣）、山田克人氏 

C京都）、古澤肥後男氏（高知）、南谷修二氏 

く名古屋）、鈴木治郞氏（名古屋）、菅原慶一氏 

C仙塞）・川崎直一氏（大阪）、進藤靜太郞氏 

く大阪）の諸氏。

★卑會評議員小野田幸雄氏社務のため神戶へ 

移轉さる。9月27日束京驛發西下された。 

★渡米中だった學會評議員久保贞次郎氏は9 
丿121□東はへ册着さる。澤山のお土崖话を 

もって〔一部は「エスペラント」誌に出てゐ 

ます）。 * 」

★學會監寧鈴木正夫博士は今度千葉醫大敎授 

に就任さる。

束京學生エスペラント聯盟秋季總命 

日時 11JJ 9日（土）午後6時半 

場所 •本鄕一丁目 森永製菓

・ 市電卒鄕一丁目下車

會費 30錢 ヽ ・

加盟校諸兄多數參加期待す

當番校 □本大學醫學科エスペラント會

東洋の俠血兒

“ Heroeca Junulo 
en Oriento M

四六版60頁•芙裝•價45錢・〒4錢

學會出版部發行



マ ペラントを弘めるこごは，われら 

スの世代が次の世代に負ふ義務だ。
UEA

エスペラントを弘めるには， 一人一人の同志が一人でも多くの同志を

得するよう努力しなければならないこと勿論であるが，同時に，一國の, 

或ひは更に大きく,世界のエスペランチストがも互ひに團結して，エス 

ペラント運動の擴大强化に努めなければならない。そのためには—■

□本の同志は一人殘らず财團法人H本工スペラント學會の兪員となって,わが 
國に号ける普及運動を助け，學會會員は一人殘らずUEAの會員となって,世 
界のエスペラント運動に力を添へなければならない。

UEA （Universala Esperanto-Asocio:萬國エスペラント協會）入會規定

會員種別!

Simpla membro
Membro kun Jarlibro (MJ)

…丄・ < Membro-Abon: nto,
Aktiva membro Membro-Subtenanto «MS)

.Membro Dumviva (MD)
入奪資格:學會の正會員(會費3圜)，特別會員，贅助佔員,終身會員に限る。

f MĴ:年鑑の配布を受ける。

會罠特魄 MA, MS:年鑑および月刊牲誌“ Esperantoの烈布を受ける。
"^MD:年錨当よび4, Esperanto ”の配布を終生嚨ける。 :

上記の他，务會員はすべてUEAのdelegitoを利用することができる。

（Simpla membro :會費不要

MJ : !園60銭 れ しくは國際返信切手9枚;）

費MA: 3 a 80 錢 C

MD:
10®] 50
〔一時•佥〕!60

»

2;め
65 枚:)

1C00 枚)

入會中込みについては「海外雜誌豫約規定」に從ってください

Internacia Scienca Asocio Esperantista

會

各科の科學者，技術者エスペランチストのぜひ參加すべき會。
會員には季刊機關誌BULTENOを配布・見本一部切手二十錢コ
會怕!年分!5sv. fr・C約3 |g30錢：）特傾1阖60錢（返信切手なら10枚）

SCIENCA GAZETO LA JUNA VIVO
隔月刊。菊判二十頁8ポイント組） 二週間毎に發行•菊判十二頁
定價!年分1弗（約3 R150錢） 定價15 belg. fr. C約2圖20錢）
特儘2園C半年分は取扱はず） 特傻1闔30銭C返信切手なら8枚）

自然科•學の諸部りの各種發見の紹介,新 見本一部切手十錢

知識の發表,專門家は勿論，自然科學に 靑少年雜誌，興味深い讀物,初學者向き 
興味を持つ人人はぜひ豫約されよ。 の學習記事。揷繪入。

蠶即 矍煲日本エスペラント學會ン 轍製觀



LITERATURA MONDO 社發行書
&…・……ーーー…一三臨時値下ニー

洋書の代價はできるだけ廉くするよう常に努力してを®ますが 

今囘しiteratura Mondo社が,本會に日本總代理權を委任しまし 

たので,その受諾條件として,同社發行書を全般的に驚異的大 

値下げをする乙とにな5ました。種々な事悄で,いつ乙の臨時 

定價を扌敢廢する乙とになるかもわか5ませんから,乙の際大い 

に御注文ください。いづれも在庫してゐます。品切のばあひは・ 

直ちに取寄せます。

Julio Baghy : VIKTIMOJ （シベリア幽囚記） 5.00
K. Kalocsay: ETERNA BUKEDO （各國譯詩集） 9.00
Genthon : PENTROARTO EN MALNOVA

HUNGARUJO （背皮豪華版） 15.50 
Kalocsay 編:HUNGARA ANTOLOGIO 12.00
Kalocsay譯:INFERO （ダンテ「神曲」上「地獄」篇）8.80 
Grenkamp : PRI L' MODERNA ARTO 7.00
ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO （上下ニ册） 30.00
Hekler : ARTHISTORIO [I]（ルネサンスまで）13.00 
Jeluŝiĉ : CEZARO （劃紀的歷史小說） 9.00

円

2.00
3.50
.00
70
.50
80
.502
 £

Baghy: Dancu Marionetoj
” :Preter la Vivo

Kalocsay: Lingvo Stilo Formo
„ : Streĉita Kordo
„ : Himportretoj
,, 譯: Romaj Elegioj
”誤:Tragedio de Homoj 

Kalocsay, Waringhien: Parnasa/
Gvidlibro （作詩法）

Engholm : Infanoj en Torento 
” :Homoj sur la Tero

Aisberg: Fin2 mi Komprenas 
la Radion

Adamson : Auli
Kikuĉi-K.: Amo de Tooĵuuroo

⑷

⑷

⑷

⑹

⑷

⑵

⑹

⑹

⑷

⑹

.40

.80
60
70
.80
.80
70
.50
.80
.50

(4g

(2

Forge: Mr・ Tot aĉetas mil 
okulojn

Szilagyi: Trans la Fabeloceano 
Totsche: De Pago al Paĝo 
Rilke : Leteroj al Juna Poeto 
Asch : Sorĉistino el Kastilio 
Weinhengst: Turstrato 4 
Slonimski: Mia vojaĝo en So- 

vetio
L. M.同人:Dekdu Poetoj （詩集） 

Sturmer: El la Notlibro de
Praktika Esp-isto

Karinthy : Vojaĝo en Faremidon 
Herzl:La Juda Stato 
Mussolini: Vivo de Arnaldo

8

21
21
15
15
33
21
21⑹
⑷
⑷
⑵
 ©
⑹
 

e
 

〇 

〇 

〇 

〇 w
 
〇

7
 2
 

6
 4
 5

1

—
 «I t- AU 1» 1

—

1.13 ⑷
1.00 （4）

⑹
⑷
⑷
⑵

00
45
104

5

なほ一時に取纏め五圓以上の金額に達するだけ御注文のばあひは 

て一應御相相談くださると何かと御便利でございます。

膿日本エスペラント學會 蠶額惱I



ト十一月號

一部二十錢（送料五匣）•全國各地書店にあり• 一年分送料共ニ圆三十錢

狐と猫,その他〔やさしくて,而白い詳註イソップ物語〕••中垣 虎 兒 郞 
お禮とお詫び〔ぜひ必要なn常の會話用句〕..........n!代 晃二

宀和文エス譯〔親切で明快な和文エス譯の指導〕........ 倉 地 治 夫
AFEROJ EN JAPANUJO〔寫だ多數入り〕........山!i!忠 勝

..… ワノレツ合戰〔萸しい寫眞多數入り，おもしろい映畫物語〕
:.シ“アトル〔興味深い北アメリカ太平洋岸の同志訪問記〕久 保 貞次 郞 
接尾字-aĵ-及び-ec-〔必禎すべきEkzercaro註釋〕 小坂狷二 
UFEの出現〔エスペラント運動組織槪要〕..........久保貞次郞
春の行力〔新しい資料によって書いたザメンホフ傅〕.... 岩下順太郞
大會記事•大會逍間•質疑應答•文通希望楠・等

海外雜誌見本 （各送料とも）

Bulteno de ISAE 20 錢 戦 
La Juna Vivo 10錢
Literatura Mondo 15 錢

LA PIRATO 9月號17錢,7, 8月32錢

〔讲號兄本切手十錢〕

日木エスへ:ラント學會

東京市本鄕元町一丁目

電話小石川5415・振碎東虫!1325

Jen aperis ! u Adresaro de Japanaj Esperantistoj5, 

日本エスペランチフ、 ト名簿 
愈々出來!！

本名簿は日木エスペラント界最初の企になるもので，取錄 

せる人數約四千名，氏えは各府縣別每にABC呱に配列し, 

亦地カエス會の所在を明かにし 附錄として滿洲及支那祁 

住エスペランチストも加へてある〇エスペランチスト間の 

文通に,訪問に是非一册を坐右に備えられよ〇

——菊半截判200 H •定價35錢（送料共）——

發行所

エスペラント普及會

京都府龜岡町（振替大阪61040番）



最新刊 影;醫學文範
MEDICINA KRESTOMATIO

岡山醫大敎授醫學博士ハ木日出雄編'

四六判67頁•定價40錢•送料4錢

1. エスペラントで・
本書編纂の目的・

:學論文を書く人の參考とす

るため。

醫學生その他のエスペラン ト講習用書として

役立てるため。

本書編篡の方法:
1.乙れまでに日本人がエスペラントで發表した 

硏究論文のうちから,なるべく多方面にわたるよ 

う，九篇をえらび,拔萃または全文を輯めて編纂 

した。

2.敎科用とするため,多少文體を變更し,でB

るだけ模範文たらしめるよう努力した。

3.卷末に詳細な註十六頁を附けた〇

本書の內容

1. 藤澤博士:日本住血吸蟲,片山病。

2. 緖方博士等:脚氣は白米病と同一な 
りゃ。:• •、 .，

3•西博士:形態生理學的見地よりした 

個體と體質。

4.村田氏:黴毒の血淸診斷の最も簡單 

な方法。 「

5・八木博士:初生兒の淋巴管腫。

6. 北川博士:淋巴性陰囊。

7. 杉若博士:囘歸熱に對する脾臟の影

8. 武上氏:豚に寄生するStephanulus 

Dentatusの生物學的硏究。

9. 柴田氏:"Fructose fumasn テー 

ル の試驗的硏究。

麴營戳日本エスペラント學會觀ド麗暑


